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                                               平成 20 月 3 月 25 日 

各  位 

                      会社名   株式会社 川島織物セルコン 

                      代表者名  取締役社長 中 西 正 夫 

                      コード番号 3009 東証・大証各第一部 

                      問合せ先  京都市左京区静市市原町265番地 

                      取締役常務執行役員 森  仁 士 

                        （ＴＥＬ 075-741-4315） 

 

 

連結子会社の解散および持分法適用関連会社の持分譲渡に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 20 年 3 月 25 日開催の取締役会において、事業の再編とグループ経営の効率化を

進める一環として、当社の連結子会社である株式会社カーテンガーデン、上海川島紡織品有限公

司を解散すること、および当社の持分法適用関連会社である寧波維科川島晟坤紡織品有限公司の

当社持分を譲渡することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．株式会社カーテンガーデンの解散について 

 

（1）解散の理由 

 株式会社カーテンガーデンは、当社のアンテナショップとして、窓周り商品に関す

る消費者の動向・ニーズ等の情報収集を行ってきましたが、一定の成果が得られ、当

初の目的を達成したことから、解散することにいたしました。 

 

（2）子会社の概要 

商号       株式会社カーテンガーデン 

     本店所在地    京都市左京区静市市原町 265 番地 

     代表者      取締役社長  藤井 徹也 

     主な事業の内容  カーテンショップの経営 

     設立年月日    平成 7年 10 月 6 日 

     資本金      50 百万円 

     株主構成     株式会社川島織物セルコン 100％ 

     最近 3年間の業績 

 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 12 月期

売上高 80 百万円 73 百万円 67 百万円

営業利益 △3百万円 △8百万円 △9百万円
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経常利益 △3百万円 △8百万円 △9百万円

当期純利益 △3百万円 △8百万円 △9百万円

 

（3）解散の日程 

清算結了は、平成 20 年中を予定しております。 

 

２．上海川島紡織品有限公司の解散について 

 

（1）解散の理由 

 上海川島紡織品有限公司は、中国において、インテリアファブリックを中心とする

輸出入事業を行ってきましたが、グループ経営の効率化を進める一環として、同社の

機能を「川島晟坤（上海）紡織商貿有限公司」へ移管し、解散することにいたしまし

た。 

 

（2）子会社の概要 

商号       上海川島紡織品有限公司 

     本店所在地    上海市外高橋保税区 

     代表者      董事長  高山 林 

     主な事業の内容  当社関連製品の輸出入事業 

     設立年月日    平成 15 年 8 月 25 日 

     資本金      400 千 US ドル 

     株主構成     株式会社川島織物セルコン 100％ 

     最近 3年間の業績 

 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 12 月期

売上高 146 百万円 84 百万円 48 百万円

営業利益 △8百万円 △30 百万円 △7百万円

経常利益 △7百万円 △21 百万円 △3百万円

当期純利益 △7百万円 △21 百万円 △3百万円

 

（3）解散の日程 

登記抹消は、平成 20 年度中を予定しております。 

 

３．寧波維科川島晟坤紡織品有限公司の持分譲渡について 

 

（1）持分譲渡の理由 

 寧波維科川島晟坤紡織品有限公司は、中国において縫製加工事業を行ってきました

が、当社が想定していた効果が期待できないことから、当社持分を譲渡することにい

たしました。 
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（2）関連会社の概要 

商号       寧波維科川島晟坤紡織品有限公司 

     本店所在地    浙江省寧波北侖江南加工貿易区 

     代表者      董事長  張 伯根 

     主な事業の内容  繊維製品の縫製加工 

     設立年月日    平成 16 年 12 月 17 日 

     資本金      600 千 US ドル 

     株主構成     寧波維科精華家紡有限公司 50％ 

              株式会社川島織物セルコン 50％ 

     最近 3年間の業績 

 平成 17 年 12 月期 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 12 月期

売上高 11 百万円 16 百万円 18 百万円

営業利益 △10 百万円 △5百万円 △5百万円

経常利益 △10 百万円 △5百万円 △5百万円

当期純利益 △10 百万円 △5百万円 △5百万円

 

（3）持分譲渡及び譲渡前後の持分所有状況 

     譲渡前の所有割合  50％ 

     譲渡後の所有割合   0％ 

 

（4）持分の譲渡先 

商号       華博（香港）紡織有限公司 

本店所在地    香港上環千諾道中 

代表者      董事長  呉 一民 

     主な事業の内容  繊維製品の輸出入事業 

     当社との関係   資本関係、人的関係および取引関係はありません 

 

（5）譲渡の日程 

     持分譲渡契約の締結   平成 20 年 3 月 31 日（予定） 

     持分譲渡        平成 20 年 6 月中旬 （予定） 

 

４．業績に与える影響 

 上記に伴う当社への影響は軽微であります。 

尚、平成 20 年 3 月期の業績への影響につきましては、現在精査中であり、明らかに

なり次第お知らせいたします。 

 

以 上 


