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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 39,197 ― △445 ― △397 ― △1,006 ―
20年3月期第2四半期 39,421 2.6 △264 ― △323 ― △1,171 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △10.74 ―
20年3月期第2四半期 △12.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 51,237 12,616 24.7 135.08
20年3月期 57,806 14,087 24.2 149.35

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  12,641百万円 20年3月期  13,990百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 81,500 △5.0 400 △22.1 300 56.2 0 ― 0.00

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1) 業績の予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成した  
   ものであり、実際の業績は今後種々の要因によって予想値と異なる場合があります。なお、上 
   記業績予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する  
   定性的情報をご覧下さい。 
(2) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期 
  財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 
また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  93,903,222株 20年3月期  93,903,222株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  316,917株 20年3月期  229,025株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  93,654,903株 20年3月期第2四半期  93,693,011株
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当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)におけるわが国経済は、米国のサブ
プライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や長引く原油・原材料価格の高騰から企業収益が減少に
転じ、設備投資も増勢が鈍化するなど、景気の減速感が一段と鮮明になりました。 
 このような経営環境の下、当社グループは、第一次中期経営計画の着実な実行と「存在感の際立つ、伸
びゆくファブリックメーカー」への飛躍を目指し、各々の事業に取り組んでおります。 
 当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、前連結会計年度に子会社化した株式
会社セイワの売上高が加算されたことなどにより自動車・列車・航空機内装材事業が大幅な増収となりま
したが、市場環境や景況感悪化の影響を受け身装・美術工芸事業及びインテリアファブリック事業が減収
となったことから、前年同期比で2億24百万円(0.6%)減収の391億97百万円となりました。 
 損益については、減収によりインテリアファブリック事業の収益性が低下したことから、営業損失は4
億45百万円(前年同期比1億81百万円悪化)、経常損失は3億97百万円(同74百万円悪化)となりました。特別
損失として、たな卸資産評価損4億9百万円を計上したことなどにより、四半期純損失は10億6百万円(同1
億65百万円改善)となりました。 
事業の種類別セグメントの状況は次のとおりです。 

【身装・美術工芸事業】 
当事業の売上高は、縮小・低迷が続く和装業界において催事の販売が伸び悩んだことに加え、前連結会

計年度をもって浴衣事業から撤退した影響などにより、前年同期比2億55百万円(11.1%)減収の20億36百万

円となりました。営業利益については、不採算であった浴衣事業からの撤退により収益性が改善したこと

などから、前年同期比1億4百万円増益の27百万円となりました。 

【インテリアファブリック事業】 
当事業の売上高は、前年同期比31億89百万円(12.6%)減収の220億84百万円となりました。景気の減速懸

念や資材価格の高騰を背景に新設住宅着工戸数やマンション発売戸数が軟調に推移するなど、住宅産業を
取り巻く環境の冷え込みの影響をを受け、百貨店・量販店・ハウスメーカーなどの一般消費者向け市場に
対して当社が主力としているオーダーカーテンの販売が落ち込んだほか、コントラクトへの販売も低調で
あったことから大幅な減収となりました。営業利益については、減収による影響から前年同期比5億13百
万円減益の3億79百万円となりました。 
【自動車・列車・航空機内装材事業】 
当事業の売上高は、減収基調にあった国内事業の売上高が増収に転じたこと、前連結会計年度に子会社

化した株式会社セイワの売上高が加算されたことなどにより、前年同期比32億81百万円(29.1%)増収の145
億50百万円となりました。営業利益については、増収効果に加え、原価低減や経費削減などの活動に努め
たことにより国内事業の収益性が改善したものの、低迷する北米自動車市場の影響を受け、米国の生産子
会社 KAWASHIMA TEXTILE USA,INC.が減収減益となったことなどから、前年同期比はほぼ横這いの19百万
円となりました。 

当事業の売上高は、前年同期比60百万円(10.4%)減収の5億25百万円となりました。営業利益について
は、前年同期比36百万円増益の0百万円となりました。 

  

なお、上記の前年同期比増減率及び前年同期比増減額は参考として記載しております。 
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、年度末に繁忙期を迎えたインテリアファブリック事業の季節
的要因から売上債権が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ65億68百万円減少し、512億37
百万円となりました。 
当第２四半期連結会計期間末の負債は、上記の季節要因により仕入債務が減少したことにより、前連結

会計年度末に比べ50億97百万円減少し、386億21百万円となりました。 
当第２四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純損失10億6百万円を計上したことなどにより、前連

結会計年度末に比べ14億71百万円減少し、126億16百万円となりました。 
  

  

当第２四半期連結累計期間までの業績並びに事業環境などを踏まえ、通期連結業績予想を修正しており
ます。平成21年３月期の連結業績予想の内容につきましては、平成20年11月12日付けにて別途発表してお
ります「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
なお、業績の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実

際の業績は今後様々な要因によって予想の数値と異なる可能性があります。 
  
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

【その他の事業】

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

２．固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、減価償却費の年額を按分する方法によっております。 

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

  

  1. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

   ２．従来、棚卸資産の評価基準は、主として総平均法による原価法を採用しておりましたが、第１四

半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月

５日 企業会計基準第９号)を適用し、主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切

下げの方法)に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損

失は8百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は4億円増加しております。     

  ３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な

修正を行っております。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微でありま

す。 

  

(追加情報) 

１．有形固定資産の耐用年数の変更 

法人税法の法定耐用年数の改正に伴い機械装置の耐用年数が短縮されたことにより、第１四半期

連結会計期間より一部の機械装置について耐用年数の短縮を行っております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失は6百万

円、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は8百万円、それぞれ増加しております。 

２．役員退職慰労引当金 

平成20年５月14日開催の取締役会及び監査役会において、当社の経営改革の一環として役員退職

慰労金制度を第83期定時株主総会終結時をもって廃止することを決議いたしました。 

 また、制度廃止時までの在任期間に対する役員退職慰労金については、当該取締役及び監査役の

それぞれの退任時に支給することを同定時株主総会で決議されたため、任期中の役員に対する役員

退職慰労引当金については、第１四半期連結会計期間末における残高3億75百万円を取崩し長期未

払金(四半期連結貸借対照表の表示は「固定負債 その他」)に振替えております。 
  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 【四半期連結財務諸表】

 (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,962 2,916 

受取手形及び売掛金 15,028 19,067 

商品 546 551 

製品 7,215 7,516 

原材料 621 746 

仕掛品 821 901 

その他 2,415 2,413 

貸倒引当金 △124 △137 

流動資産合計 28,487 33,976 

固定資産 

有形固定資産 

土地 10,207 10,218 

その他（純額） 8,430 8,964 

有形固定資産合計 18,637 19,182 

無形固定資産 113 103 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,959 2,101 

その他 2,058 2,484 

貸倒引当金 △40 △40 

関係会社投資損失引当金 － △27 

投資その他の資産合計 3,977 4,519 

固定資産合計 22,728 23,805 

繰延資産 21 24 

資産合計 51,237 57,806 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 17,309 21,087 

短期借入金 5,401 4,293 

1年内返済予定の長期借入金 1,446 1,775 

1年内償還予定の社債 600 300 

未払法人税等 139 400 

賞与引当金 316 595 

関係会社整理損失引当金 43 143 

その他 2,464 2,871 

流動負債合計 27,721 31,466 

固定負債 

社債 2,850 3,300 

長期借入金 1,539 2,153 

繰延税金負債 550 594 

再評価に係る繰延税金負債 2,105 2,105 

退職給付引当金 2,499 2,594 

負ののれん 328 340 

その他 1,026 1,163 

固定負債合計 10,899 12,251 

負債合計 38,621 43,718 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 8,277 8,277 

資本剰余金 2,254 4,101 

利益剰余金 △425 △1,243 

自己株式 △43 △35 

株主資本合計 10,062 11,100 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 224 290 

繰延ヘッジ損益 △20 △30 

土地再評価差額金 2,528 2,528 

為替換算調整勘定 △154 101 

評価・換算差額等合計 2,578 2,890 

少数株主持分 △25 97 

純資産合計 12,616 14,087 

負債純資産合計 51,237 57,806 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

  【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 39,197 

売上原価 31,212 

売上総利益 7,984 

販売費及び一般管理費 8,430 

営業損失（△） △445 

営業外収益 

受取利息 10 

受取配当金 14 

負ののれん償却額 61 

持分法による投資利益 7 

為替差益 44 

その他 166 

営業外収益合計 304 

営業外費用 

支払利息 165 

その他 91 

営業外費用合計 256 

経常損失（△） △397 

特別利益 

固定資産売却益 6 

その他 5 

特別利益合計 11 

特別損失 

固定資産除却損 12 

固定資産売却損 9 

投資有価証券評価損 22 

たな卸資産評価損 409 

その他 53 

特別損失合計 506 

税金等調整前四半期純損失（△） △892 

法人税、住民税及び事業税 93 

法人税等調整額 30 

法人税等合計 124 

少数株主損失（△） △10 

四半期純損失（△） △1,006 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 
  

【事業の種類別セグメント情報】 
 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分は、使用目的・生産方法及び市場の類似性により区分しております。 

２ 各事業の主要製品 

 (1) 身装・美術工芸事業……………………帯地、緞帳、壁掛、テーブルセンター、美術工芸織物等 

 (2) インテリアファブリック事業…………カーテン、カーペット、インテリア小物、椅子張、壁装材、室内装

                  飾織物工事等 

 (3) 自動車・列車・航空機内装材事業……自動車・列車・航空機等内装材 

 (4) その他の事業……………………………不動産事業等 

  

当社は、平成20年６月26日開催の第83期定時株主総会において、会社法第448条第１項の規定に基づ
き、資本準備金1,098百万円をその他資本剰余金に振替え、さらに前記振替え後のその他資本剰余金
1,846百万円を繰越利益剰余金に振替え、同額分の欠損を解消する決議を行っております。この結果、
当第２四半期連結会計期間末の資本剰余金は、前連結会計年度末から1,846百万円減少し2,254百万円と
なっております。 

  

当社と連結子会社である株式会社セルコンテクノス並びに株式会社川島織物インテリアは、平成20年
５月14日に締結した合併契約書に基づき、平成20年10月１日付けで合併いたしました。 

 １.結合当事企業又は対象となった事業の名称及び事業の内容、企業結合の法的形式、結合後の企業の
名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

 (１)結合当事企業の名称及びその事業内容 

   結合企業   名称   株式会社川島織物セルコン 
           事業内容 身装・美術工芸品、自動車等内装材、インテリア製品の製造販売 
    被結合企業 ①名称   株式会社セルコンテクノス 
           事業内容 インテリア製品の販売及び施工 
          ②名称   株式会社川島織物インテリア 
           事業内容 インテリア製品の販売及び施工 

 (２)企業結合の法的形式 

株式会社川島織物セルコンを吸収合併存続会社、株式会社セルコンテクノス並びに株式会社川島
織物インテリアを吸収合併消滅会社とする吸収合併方式。 

 (３)結合後の企業の名称 

   株式会社川島織物セルコン 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

身装・美術 
工芸事業 
(百万円)

インテリアフ
ァブリック 

事業 
(百万円)

自動車・列
車・航空機内
装材事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)
連結(百万円)

   売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,036 22,084 14,550 525 39,197 ― 39,197

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

49 125 4 123 303 (303) ―

計 2,085 22,210 14,555 649 39,500 (303) 39,197

   営業利益又は 
   営業損失（△）

27 379 19 0 428 (873) △445

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(6) 重要な後発事象
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 (４)取引の目的を含む取引の概要 

当社は、インテリアファブリック事業の一体化を通して、事業運営の合理化を進めるとともに、
住空間のトータル提案を行う室内装飾部門において、営業・開発・生産・物流の連携強化によるお
客様満足度の向上と更なる事業の成長を図ることを目的として、株式会社セルコンテクノス並びに
株式会社川島織物インテリアを吸収合併することにしたものであります。 
 なお、株式会社セルコンテクノス並びに株式会社川島織物インテリアは当社の100％出資子会社
であるため、当合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払はありません。 

 ２．実施する会計処理 

「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び
企業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第10号 最
終改正平成19年11月15日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行います。 
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前中間連結期間に係る財務諸表 

「参考」

(1)前中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

自 平成19年４月１日

     科  目 至 平成19年９月30日

  金   額（百万円）

Ⅰ売上高 39,421

Ⅱ売上原価 30,713

売上総利益 8,708

Ⅲ販売費及び一般管理費 8,972

営業損失 264

Ⅳ営業外収益 ( 226 )

1 受取利息 13

2 受取配当金 14

3 仕入割引 3

4 持分法による投資利益 55

5 受取技術報酬 6

6 為替差益 32

7 その他 100

Ⅴ営業外費用 ( 285 )

1 支払利息 208

2 手形売却損 32

3 その他 44

経常損失 323

Ⅵ特別利益 ( 17 )

1 投資有価証券売却益 0

2 有形固定資産売却益 0

3 貸倒引当金戻入益 13

4 その他 3

Ⅶ特別損失 ( 635 )

1 有形固定資産売却損 1

2 有形固定資産除却損 22

3 投資有価証券評価損 29

4 役員退職慰労引当金繰入額 273

5 減損損失 64

6 厚生年金基金脱退損 162

7 その他の投資評価損 66

8 その他 16

税金等調整前中間純損失 941

法人税、住民税及び事業税 252

法人税等調整額 △19

少数株主損失 2

中間純損失 1,171
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 前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
 (注) １ 事業区分は、使用目的・生産方式及び市場の類似性により区分しております。 
    ２ 各事業の主要製品 
     (1)身装・美術工芸事業：帯地、打掛、緞帳、壁掛、テーブルセンター、ゆかた、 
       美術工芸織物等 
     (2)インテリアファブリック事業：カーテン、カーペット、インテリア小物、椅子張、壁装 
       材、室内装飾織物工事等 
     (3)自動車・列車・航空機内装材事業：自動車・列車・航空機等内装材 
     (4)その他：不動産事業等 

    

 (2) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

身装・美術 
工芸事業 
(百万円)

インテリアフ
ァブリック 

事業 
(百万円)

自動車・列
車・航空機内
装材事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)
連結(百万円)

   売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,291 25,274 11,268 586 39,421 ― 39,421

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

132 72 38 144 387 (387) ―

計 2,424 25,346 11,307 731 39,808 (387) 39,421

営業費用 2,501 24,452 11,288 766 39,008 677 39,686

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△77 893 18 △35 800 (1,064) △264
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