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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 73,186 △14.7 △610 ― △808 ― △4,127 ―
20年3月期 85,833 6.4 513 25.3 192 △13.2 815 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △44.10 ― ― ― ―
20年3月期 8.71 ― 6.0 0.3 0.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △16百万円 20年3月期  188百万円

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 45,565 8,427 18.7 91.12
20年3月期 57,806 14,087 24.2 149.35

（参考） 自己資本   21年3月期  8,521百万円 20年3月期  13,990百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 32 △627 165 2,098
20年3月期 967 3,656 △3,990 2,916

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想） ― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間 28,900 △26.3 △1,000 ― △1,250 ― △1,250 ― △13.37

通期 62,500 △14.6 400 ― 100 ― 100 ― 1.07



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔（注） 詳細は、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 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  383,377株 20年3月期  229,025株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 55,856 △9.6 △910 ― △351 ― △4,506 ―
20年3月期 61,819 △2.3 △1,334 ― △1,489 ― △1,396 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △48.15 ―
20年3月期 △14.91 ―

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 42,139 8,567 20.3 91.61
20年3月期 50,939 13,297 26.1 141.96

（参考） 自己資本 21年3月期  8,567百万円 20年3月期  13,297百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 



                                        （単位：百万円） 

 
  

【事業環境】 

当連結会計年度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

や急激な円高、株安の進行が実態経済に波及し、景気後退局面をたどりました。年度後半には、米国の

大手金融機関の経営破綻を契機に景気が加速度的に悪化し、自動車や鉄鋼、電機などの輸出産業を中心

に大幅な減産や雇用調整の動きが拡大するなど、極めて厳しい状態にありました。 

 当社グループに関連する市場について、和装業界は、長らく続く右肩下がりの市場に消費マインド

の低下が重なり、厳しい状態が続きました。インテリア業界では、景気悪化を背景に新設住宅着工戸数

が昨年12月以降大幅な減少へと転じ、年度でも103万戸に止まったほか、全建築物の着工床面積につい

ても前年実績を割り込むなど、一般消費者向け市場、コントラクト市場ともに大変厳しい環境となりま

した。自動車業界では、世界的な自動車需要の減退による影響から、国内生産台数、国内新車総販売台

数ともに年度後半は前年実績を大幅に下回る状態となり、国内新車総販売台数は31年ぶりの低水準に落

ち込みました。 

  

【営業の状況】 

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まいりました。  

当連結会計年度における当社グループの連結売上高は、個人消費の不振に加え、住宅市場の低迷や自

動車市場の急速な縮小など、特に年度後半において当社の事業を取り巻く環境が急激に悪化した影響を

受け、前年同期比で126億46百万円（14.7％）減収の731億86百万円となりました。 

収益については、売上高の大幅な減少による収益の低下を原価低減や経費削減で補いきれず、営業損

失は6億10百万円（前年同期比11億24百万円悪化）、経常損失は8億8百万円（前年同期比10億円悪化）

となりました。特別損失として、事業構造改善費用17億26百万円、減損損失13億34百万円、たな卸資産

評価損4億9百万円を計上したことなどから、当期純損失は41億27百万円（前年同期比49億43百万円悪

化）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

21年3月期 73,186 △610 △808 △4,127

20年3月期 85,833 513 192 815

増 減 率 △14.7% ― ― ―

①全般的な営業の状況



                                  （単位：百万円） 

 
注）売上高は外部顧客に対する売上高を表示しています。 

  

[身装・美術工芸事業]  

当事業の売上高は、催事販売が総じて低調であったこと、前連結会計年度をもって浴衣・プレタ着物

事業から撤退したことなどから、前年同期比5億61百万円（11.4％）減収の43億68百万円となりまし

た。営業利益については、不採算であった浴衣・プレタ着物事業からの撤退や当社の技術を結集した美

術工芸品に大口の受注があったことなどから収益性が向上したことにより、前年同期比4億71百万円増

益の4億46百万円となりました。 

  

[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84億30百万円（16.1％）減収の439億59百万円となりました。景気悪

化を背景に新設住宅着工戸数やマンション発売戸数が低水準に止まるなど、住宅市場を取り巻く環境の

冷え込みを受け、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するオーダーカーテ

ンやホームファッション商品の販売が落ち込んだほか、これまで収益への寄与が大きかった官公庁や法

人などのコントラクト市場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、売上高の減少による影響から前年同期比7億3百万円減益の14億63百万円となりました。 

  

[自動車・列車・航空機内装材事業]  

当事業の売上高は、前年同期比35億59百万円（13.0％）減収の237億93百万円となりました。第2四半

期までは概ね計画通りに推移していましたが、国内外における主要自動車メーカーの減産に伴い、年度

後半の受注量が急激に減少したことから大幅な減収となりました。営業損益については、減産による影

響が特に大きい北米および国内部門において収益が大幅に低下したことなどから前年同期比11億11百万

円悪化し、8億51百万円の損失となりました。 

  

[その他事業]  

当事業の売上高は、前年同期比95百万円（8.2％）減収の10億64百万円となりました。営業利益につ

 ②部門別の営業の状況

売上高 営業利益

21年 20年
増減

21年 20年
増減

3月期 3月期 3月期 3月期

身装・美術工芸事業 4,368 4,930 △561 446 △ 25 471

インテリアファブリ
ック事業 43,959 52,390 △8,430 1,463 2,166 △703

自動車・列車・航空
機内装材事業 23,793 27,352 △3,559 △ 851 260 △1,111

その他事業 1,064 1,159 △ 95 19 △ 27 47

小 計 73,186 85,833 △12,646 1,077 2,373 △1,296

消去又は全社 ― ― ― △1,688 △ 1,860 172

合 計 73,186 85,833 △12,646 △610 513 △1,124



いては、前年同期比47百万円増益の19百万円となりました。 

  

わが国経済の今後の見通しについては、企業収益の大幅な減少や雇用環境の悪化、個人消費の冷え込

みなどから当面は厳しい状態が続くとの見方が大勢を占めており、早期に回復を望むことは難しいもの

と考えています。また、世界経済に目を移しても、金融危機の深刻化や景気の一層の下振れが懸念され

ており、予断を許さない状態が続くものと予想されます。 

この様な状況下、当社グループは「企業ブランドを磨き続け、他社に真似できない価値ある商品やサ

ービスを全力で提案し、提供していく」を基本姿勢として、各事業を大きく捉え直し、強みであるデザ

イン力・技術力を駆使し、お客様のニーズに合った商品を投入していきます。さらに、事業環境の変化

が著しい中、市場環境に機敏に対応した効率的な経営を目指し、従来の事業領域や販売チャネルにとら

われず、選択と集中を柔軟に進めます。また、システム基盤の再構築を進めるとともに、在庫削減や事

務作業の合理化・効率化などによってコスト削減を行い、利益の確保に努めます。 

自動車・列車・航空機内装材事業においては、事業競争力の向上とグローバル展開力の強化を図るこ

とを目的に、トヨタ紡織株式会社及び豊田通商株式会社と自動車ファブリック事業統合に向けた準備を

進めます。 

これらの取り組みをグループ一丸となって推進することにより、平成21年度（平成22年3月期）の業

績を次のとおり見込んでいます。 

  

【連結業績見通し】 

売上高      62,500百万円 （前期比  85.4%） 

営業利益       400百万円 （前期比   ―%） 

経常利益       100百万円 （前期比   ―%） 

当期純利益      100百万円 （前期比   ―%） 

  

※上記の業績見通しは、現時点で得られた情報に基づいて算定しています。従いまして、今後の事業

運営や内外の状況変化により、実際の業績が記載の見通しと異なる可能性がありますことをご承知おき

ください。  

  

 ③次期の見通し



当連結会計年度末の総資産は、売掛債権の減少、たな卸資産の削減、固定資産の減損損失などによ

り、前連結会計年度末に比べ122億41百万円減少し、455億65百万円となりました。 

当連結会計年度末の負債は、買掛債務の減少などにより、前連結会計年度末に比べ65億81百万円減少

し、371億37百万円となりました。 

当連結会計年度末の純資産は、当期純損失の計上、為替換算調整勘定の減少などにより、前連結会計

年度末に比べ56億60百万円減少し、84億27百万円となりました。 

  

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、営業活動による資金の収入32百万円、投資活動による資

金の支出6億27百万円、財務活動による資金の収入１億65百万円により、前連結会計年度末に比べ8億18

万円減少し、20億98百万円となりました。 

当連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が43億3百万円と

なりましたが、減価償却費13億8百万円、減損損失13億34百万円、売上債権・たな卸資産・仕入債務の

減少による運転資金の減少17億39百万円などにより、32百万円の資金の収入となりました。 

当連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、機械装置への設備投資などにより、6億27

百万円の資金の支出となりました。 

当連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加などにより、1億65百万

円の資金の収入となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての 

    負債を対象としています。 

  

(2) 財政状態に関する分析 

 

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率 21.0％ 21.8％ 22.1％ 24.2％ 18.7％

時価ベースの自己資本比率 27.0％ 44.9％ 33.1％ 13.6％ 15.0％

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― 28.2年 ― 12.3年 ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― 1.9倍 ― 2.4倍 0.1倍



当社グループは、株主の皆様への利益還元を経営の重要な使命と位置付けており、株主資本利益率及

び純資産利益率を向上させることにより株主資本の充実を図り、業績に応じた配当を実施することを基

本方針としています。 

今後も配当の継続的な実施を経営上の 重要政策と考え、業績の向上に努めてまいりますが、当期及

び次期の配当については、誠に遺憾ながら、利益配分のための収益が十分でないため、無配とさせてい

ただく予定です。  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 



当社グループは、当社及び連結子会社15社、持分法適用非連結子会社及び関連会社7社により構成さ

れています。当社グループの事業の種類別セグメントと当該事業に係る主要な会社の位置付けは、次の

とおりです。 

 
  

企業集団等について事業系統図を示すと次のとおりです。 

2. 企業集団の状況

事業の種類別 

セグメントの名称
主 要 製 品 等 主 要 な 会 社

身装・美術工芸事業 帯 地、打 掛、帛 紗、緞 帳、壁
掛、織物額、テーブルセンタ
ー、美術工芸織物等

当社、㈱じゅらく、㈱和ぎゃらりい

インテリアファブリック
事業

カーテン、椅子張地、壁装材、
カーペット、インテリア小物、
室内装飾織物工事等

当社、㈱川島セルコンソーイング、 
㈱川島セルコン物流、 
川島晟坤（上海）紡織商貿有限公司、 
㈱福岡川島セルコンソーイング、 
帝京レース㈱

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 当社、KAWASHIMA TEXTILE USA, INC.、 
川島織物（上海）有限公司、 
㈱セイワ、㈱川島愛知川工場、 
昆山圣和汽車装飾有限公司、

KAWASHIMA SELKON (THAILAND) CO., 
LTD.、

上海申達川島織物有限公司、 
上海申達川島染整有限公司、 
PT. ATEJA KAWASHIMA AUTOTEX、 
福基織造股份有限公司

その他の事業 不動産の売買・賃貸借・管理、
損害保険代理業・生命保険募集
業務、紋紙関連商品等

㈱紅粉屋、㈱川島文化事業団



  

 



当社グループは「世界のお客様に感動と満足を与える商品・サービスを提供することにより、常に新

しい文化を創造、提案し、心豊かな社会の発展に貢献する」ことを企業理念としています。この企業理

念のもと、創業以来培ってきた伝統的なノウハウや独自の感性に、先端技術を融合させたファブリック

商品を用いて多彩なライフスタイルを提案し、多くの方々にわくわくするような感動とゆったりとした

満足感を提供します。当社グループは、ファブリックの持つ機能と美の可能性を追求し続けることによ

り長期的な成長を図り、豊かな社会の創造と発展に貢献していきます。 

また、ＣＳＲ（企業の社会的責任）を重視し、常にお客様第一の姿勢に立ち、お客様の声やニーズを

尊重した高品質な商品と迅速で誠実なサービスを通じて、社会の信頼獲得に努めます。さらに、企業価

値向上に向けた挑戦と変革を継続して実践することにより、事業の成長と経営基盤の充実・拡大を図り

ます。このような考えを実現するために、お取引先との共存共栄を図り、社員が持てる能力を存分に発

揮できるチャレンジングで風通しの良い企業風土を醸成します。  

地球環境問題やコンプライアンス（法令遵守）などの企業を取り巻く様々な課題に対しても真摯に取

り組み、高い意識を持って行動します。こうした活動は、お客様の信頼をいただき、事業の長期的な成

長に結びつくものと確信しています。  

  

当社グループは「企業ブランドを磨き続け、他社に真似できない価値ある商品やサービスを全力で提

案し、提供していく」を基本姿勢として、全ての事業・体制・仕組みを徹底して見直し、筋肉質で強固

な収益基盤を作り上げることにより、「存在感の際立つ、伸びゆくファブリックメーカー」として飛躍

することを目指しています。 

  

【事業構造改革】  

3つの事業部門が一段と伸びゆく事業へと飛躍していくために、注力して取り組まなければならない

課題として、事業区分別に以下の点を掲げ、事業構造の改革を推し進めてまいります。 

  

［身装・美術工芸事業］ 

これまで培ってきた 高級の技術・ブランド・生産力を強化しながら、次のことに取り組みます。 

① 営業を軸に開発・生産・販売が一体となった機動的な体制を構築するとともに、グループ会社間

の連携を強化することにより、事業の効率化と市場対応力の強化を図ります。 

② 営業体制の見直しや商品開発コストの削減などにより、利益率の向上を目指します。 

  

［インテリアファブリック事業］ 

ファブリックを主体とした生活空間を総合的に提案・提供する高質なインテリア事業を目指し、次の

ことに取り組みます。 

① ホテル・官公庁・オフィス・店舗・医療福祉施設などを対象にしたコントラクトマーケット部門

では、「企画・提案・販売・施工・メンテナンスのトータルサービス」を提供するビジネスモデルを基

本に、環境に配慮したオリジナル商品や企業文化に根差した高質な空間提案により他社との差別化を図

り、顧客満足度の向上と新規顧客の開拓を実現します。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題



② 専門店・家具店・工事店・ハウスメーカー・百貨店・生活雑貨店などの一般消費者向け市場を対

象にしたホームマーケット部門では、事業体制を徹底的に見直し、経営資源の再配分を行います。拡大

が見込めるハウジング分野については優先的に経営資源を投入する一方、市場の低迷が続き、利益率の

低いリテール分野では商品の絞り込み、人員配置の見直しを進めるなど、選択と集中による利益の極大

化を目指し、ビジネスモデルの転換を図ります。 

  

［自動車・列車・航空機内装材事業］ 

真のグローバルサプライヤーとして世界に生産拠点を持つメーカーを目指し、次のことに取り組みま

す。 

① 品質管理体制の強化と徹底した経費削減により、コスト競争力を高めます。 

② グローバルな営業・開発・調達基盤を強化することにより、世界同一品質・同時供給体制をより

強固なものにします。  

③ シートメーカーとの協業による事業領域の拡大や生産性の向上など、新たな事業モデルの構築と

健康、環境に配慮した高機能ファブリックの開発に取り組みます。 

  

【財務戦略】 

事業強化のための資金需要は引き続き旺盛であり、資金の確保は重要な課題の一つです。当社グルー

プでは、保有資産の売却などにより得た資金で有利子負債の返済を行い、金利負担の軽減を図ります。

また、在庫の圧縮を推し進め、バランスシートのスリム化に継続して取り組んでまいります。 

  



4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,916 2,149 

受取手形及び売掛金 19,067 12,267 

たな卸資産 9,775 － 

商品及び製品 － 6,633 

仕掛品 － 461 

原材料及び貯蔵品 － 599 

その他 2,354 1,908 

貸倒引当金 △137 △134 

流動資産合計 33,976 23,884 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 4,859 3,788 

機械装置及び運搬具 3,086 2,194 

土地 10,218 9,657 

リース資産 － 131 

建設仮勘定 41 67 

その他 977 736 

有形固定資産 19,182 16,576 

無形固定資産 

リース資産 － 1,490 

その他 103 114 

無形固定資産 103 1,604 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,101 1,462 

その他 2,484 2,073 

貸倒引当金 △40 △54 

関係会社投資損失引当金 △27 － 

投資その他の資産 4,519 3,481 

固定資産合計 23,805 21,662 

繰延資産 

社債発行費 24 18 

繰延資産合計 24 18 

資産合計 57,806 45,565 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 21,087 14,116 

短期借入金 4,293 4,984 

1年内償還予定の社債 300 1,700 

1年内返済予定の長期借入金 1,775 1,371 

リース債務 － 350 

未払法人税等 400 82 

賞与引当金 595 14 

関係会社整理損失引当金 143 4 

事業構造改善引当金 － 190 

その他 2,871 3,480 

流動負債合計 31,466 26,294 



(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

固定負債 

社債 3,300 1,600 

長期借入金 2,153 2,518 

リース債務 － 1,368 

繰延税金負債 594 273 

再評価に係る繰延税金負債 2,105 2,078 

退職給付引当金 2,594 2,000 

役員退職慰労引当金 366 － 

負ののれん 340 301 

その他 796 702 

固定負債合計 12,251 10,843 

負債合計 43,718 37,137 

純資産の部 

株主資本 

資本金 8,277 8,277 

資本剰余金 4,101 2,254 

利益剰余金 △1,243 △3,559 

自己株式 △35 △46 

株主資本合計 11,100 6,925 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 290 64 

繰延ヘッジ損益 △30 △6 

土地再評価差額金 2,528 2,541 

為替換算調整勘定 101 △1,003 

評価・換算差額等合計 2,890 1,595 

少数株主持分 97 △94 

純資産合計 14,087 8,427 

負債純資産合計 57,806 45,565 



(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 85,833 73,186 

売上原価 67,024 57,991 

売上総利益 18,808 15,195 

販売費及び一般管理費 18,295 15,805 

営業利益又は営業損失（△） 513 △610 

営業外収益 

受取利息 57 16 

受取配当金 26 31 

持分法による投資利益 188 － 

負ののれん償却額 － 122 

その他 315 284 

営業外収益合計 589 455 

営業外費用 

支払利息 402 349 

手形売却損 63 56 

持分法による投資損失 － 16 

為替差損 287 94 

その他 156 136 

営業外費用合計 910 653 

経常利益又は経常損失（△） 192 △808 

特別利益 

固定資産売却益 2,434 9 

投資有価証券売却益 5 0 

役員退職慰労金戻入額 － 151 

その他 35 40 

特別利益合計 2,475 202 

特別損失 

固定資産除却損 122 38 

固定資産売却損 3 6 

減損損失 65 1,334 

投資有価証券評価損 150 102 

たな卸資産評価損 － 409 

貸倒引当金繰入額 － 33 

事業構造改善費用 － 1,726 

関係会社投資損失引当金繰入額 27 － 

関係会社整理損失引当金繰入額 143 － 

事業撤退損 209 － 

特別退職金 379 － 

役員退職慰労引当金繰入額 273 － 

厚生年金基金脱退損 198 － 

その他 179 46 

特別損失合計 1,751 3,697 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

915 △4,303 

法人税、住民税及び事業税 542 118 

法人税等調整額 △424 △216 

法人税等合計 118 △97 

少数株主利益 △18 △79 

当期純利益又は当期純損失（△） 815 △4,127 



(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 8,277 8,277 

当期末残高 8,277 8,277 

資本剰余金 

前期末残高 4,279 4,101 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 － 

欠損填補 △177 △1,846 

当期変動額合計 △177 △1,846 

当期末残高 4,101 2,254 

利益剰余金 

前期末残高 △1,786 △1,243 

当期変動額 

当期純利益 815 △4,127 

自己株式の処分 － △1 

欠損填補 177 1,846 

土地再評価差額金の取崩 △449 △12 

連結範囲の変動 △0 △9 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △11 

当期変動額合計 542 △2,316 

当期末残高 △1,243 △3,559 

自己株式 

前期末残高 △30 △35 

当期変動額 

自己株式の取得 △5 △14 

自己株式の処分 0 3 

当期変動額合計 △4 △11 

当期末残高 △35 △46 

株主資本合計 

前期末残高 10,739 11,100 

当期変動額 

当期純利益 815 △4,127 

自己株式の取得 △5 △14 

自己株式の処分 0 1 

欠損填補 － － 

土地再評価差額金の取崩 △449 △12 

連結範囲の変動 △0 △9 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △11 

当期変動額合計 360 △4,174 

当期末残高 11,100 6,925 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 462 290 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△172 △225 

当期変動額合計 △172 △225 

当期末残高 290 64 



(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △23 △30 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△7 24 

当期変動額合計 △7 24 

当期末残高 △30 △6 

土地再評価差額金 

前期末残高 2,079 2,528 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

449 12 

当期変動額合計 449 12 

当期末残高 2,528 2,541 

為替換算調整勘定 

前期末残高 77 101 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

24 △1,105 

当期変動額合計 24 △1,105 

当期末残高 101 △1,003 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 2,595 2,890 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

294 △1,294 

当期変動額合計 294 △1,294 

当期末残高 2,890 1,595 

少数株主持分 

前期末残高 106 97 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 △191 

当期変動額合計 △8 △191 

当期末残高 97 △94 

純資産合計 

前期末残高 13,441 14,087 

当期変動額 

当期純利益 815 △4,127 

自己株式の取得 △5 △14 

自己株式の処分 0 1 

欠損填補 － － 

土地再評価差額金の取崩 △449 △12 

連結範囲の変動 △0 △9 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △11 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 285 △1,485 

当期変動額合計 646 △5,660 

当期末残高 14,087 8,427 



(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

915 △4,303 

減価償却費 1,207 1,308 

減損損失 65 1,334 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △611 △591 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 47 33 

受取利息及び受取配当金 △84 △48 

支払利息 402 349 

為替差損益（△は益） 8 △2 

投資有価証券売却損益（△は益） △5 △0 

投資有価証券評価損益（△は益） 150 102 

有形固定資産売却損益（△は益） △2,430 △2 

有形固定資産除却損 121 36 

特別退職金 379 － 

事業構造改善費用 － 1,726 

売上債権の増減額（△は増加） 607 6,159 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,268 1,775 

仕入債務の増減額（△は減少） △915 △6,195 

その他 1,004 △855 

小計 2,131 825 

利息及び配当金の受取額 84 82 

利息の支払額 △402 △339 

法人税等の支払額 △548 △426 

特別退職金の支払額 △298 △81 

事業構造改善費用の支払額 － △28 

営業活動によるキャッシュ・フロー 967 32 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 － △70 

定期預金の払戻による収入 330 19 

有形固定資産の取得による支出 △729 △514 

有形固定資産の売却による収入 3,995 26 

無形固定資産の取得による支出 △12 △28 

投資有価証券の取得による支出 △42 △36 

投資有価証券の売却による収入 8 3 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出 

－ △6 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入 

245 － 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

－ △98 

長期貸付けによる支出 △33 △87 

長期貸付金の回収による収入 76 57 

その他 △181 109 

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,656 △627 



(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の増減額（△は減少） △2,834 772 

長期借入れによる収入 630 2,155 

長期借入金の返済による支出 △2,529 △2,148 

社債の発行による収入 977 － 

社債の償還による支出 △100 △300 

自己株式の増減額（△は増加） △4 △12 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △129 △301 

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,990 165 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △364 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 623 △794 

現金及び現金同等物の期首残高 2,292 2,916 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 0 △23 

現金及び現金同等物の期末残高 2,916 2,098 



該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】



 １ 連結の範囲に関する事項  

   ①連結子会社の数  15社    

    主要な連結子会社の名称 ㈱川島愛知川工場、KAWASHIMA TEXTILE USA,INC.、 

                          川島織物(上海)有限公司      

当連結会計年度中において、㈱アート川島は解散・清算結了したため、㈱セルコンテクノ

ス及び㈱川島織物インテリアは当社に吸収合併され消滅したため、㈱ラ・ヴィータはその持

株の全部を譲渡したため、いずれも連結の範囲から除外しております。ただし、㈱アート川

島は清算結了の平成21年３月27日までの期間、㈱セルコンテクノス及び㈱川島織物インテリ

アは合併期日前日の平成20年９月30日までの期間、㈱ラ・ヴィータは譲渡日である平成20年

６月30日までの期間のそれぞれの損益計算書のみ連結しております。     

また、当連結会計年度より㈱カーテンガーデン、上海川島紡織品有限公司及び聚楽(香港)

有限公司は、それぞれの総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(いずれも持分に見合

う額)等が、いずれも当期連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲か

ら除外しております。 

  

   ②非連結子会社の数  4社 

     主要な非連結子会社の名称 聚楽(香港)有限公司、 KAWASHIMA ITALIA S.R.L.    

   （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも当期連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

  

 ２ 持分法の適用に関する事項 

   ①持分法適用非連結子会社又は関連会社の数   7社 

    主要な会社の名称  帝京レース㈱、福基織造股份有限公司、 

               上海申達川島織物有限公司   

当連結会計年度中において、寧波維科川島晟坤紡織品有限公司は持分の全部を譲渡した

ため、持分法適用の範囲から除外しております。  

   ②持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社名       

    非連結子会社  3社 上海川島紡織品有限公司、聚楽(香港)有限公司、 

               KAWASHIMA ITALIA S.R.L.   

    関連会社    1社 KAWASHIMA GROUP AUSTRALIA PTY.LTD.      

   (持分法の適用範囲から除いた理由)  

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないためであります。 

   

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】



 ３ 会計処理基準に関する事項 

  （１）重要な資産の評価基準及び評価方法  

     たな卸資産 

      製品、商品、原材料及び仕掛品 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)  

  （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法  

     有形固定資産（リース資産を除く） 

当社及び国内連結子会社については定率法  

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(附属設備は除く)については定額法を採用し

ております。 

在外連結子会社は主として定額法を採用しております。         

     無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについては、主として社内における見込利用可能期間(5

年)に基づく定額法を採用しております。 

     リース資産   

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  

  （３）重要な引当金の計上基準 

     事業構造改善引当金 

事業の構造改善に伴う事業撤退に係る損失などに備えるため、費用見込額を計上してお

ります。 

  

上記以外は、 近の有価証券報告書(平成20年6月27日提出)における記載から重要な変更がないため

開示を省略しております。  

  



１ 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

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、当連結会計

年度より、「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の切下げの方法)に変更して

おります。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業損失及び経常損失は95百万

円、税金等調整前当期純損失は504百万円いずれも増加しております。なお、セグメント情報に与える

影響については当該箇所に記載しております。 

  

２ 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の適用 

「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

実務対応報告第18号 平成18年5月17日)を当連結会計年度から適用し、連結決算上の必要な修正を行っ

ております。 

これにより、期首の利益剰余金が11百万円減少しております。当連結会計年度の営業損失、経常損失

及び税金等調整前当期純損失に与える影響、並びにセグメント情報に与える影響はいずれも軽微であり

ます。 

  

３ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」 (企業会計基準第13号

(平成5年6月17日(企業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正)）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員

会)、平成19年3月30日改正)）を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

なお、リース取引開始日がリース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、従来通り、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

これによる、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響、並び

にセグメント情報に与える影響はいずれも軽微であります。 

  

（連結貸借対照表関係） 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成20年8月7日内閣府令第50号)が適用となることに伴

い、前連結会計年度において「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会計年度から「商品

及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」に区分して掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」、「仕掛品」、「原材料及び貯

蔵品」は、それぞれ8,068百万円、901百万円、805百万円であります。 

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 

 

【会計処理の変更】

【表示方法の変更】



  

１ 有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の法定耐用年数の改正に伴って機械装置の耐用年数が短縮され

たことにより、当連結会計年度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。これに

より、従来の方法によった場合に比べて当連結会計年度の営業損失は13百万円、経常損失及び税金等調

整前当期純損失はそれぞれ17百万円、いずれも増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

２ 退職給付引当金 

特別転進支援制度等による従業員数の著しい減少を受け、「退職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）に定める退職給付制度の一部終了の会計処理を適用しておりま

す。 

当連結会計年度の損益に与える影響額は、特別損失「事業構造改善費用」に含めて356百万円を計上

しております。 

  

３ 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(平成20年6月26日）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打ち切り支給とし、支給の時期に

ついては当該取締役及び監査役のそれぞれの退任時とすることが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金については、平成20年6月30日現在における残高375百万円を取崩

し、長期未払金(連結貸借対照表の表示は固定負債の部「その他」)に振替えております。 

  

  

【追加情報】



前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

（単位：百万円、端数切捨て）

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（単位：百万円、端数切捨て）

 
(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、打掛、緞帳、壁掛、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、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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度1,883百万円、

当連結会計年度1,721百万円であり、その主なものは経営企画部等管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち,消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度8,101百万円、当連結会計年度

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

身装・美術 
工芸事業

インテリア 
ファブリック

事業

自動車・列
車・航空機内

装材事業
その他 計

消去又は 
全社

連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

(1)外部顧客に対する売上高 4,930 52,390 27,352 1,159 85,833 ― 85,833

(2)セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

283 164 47 303 798 △798 ―

計 5,213 52,554 27,399 1,463 86,632 △798 85,833

 営業費用 5,238 50,388 27,139 1,491 84,258 1,061 85,319

  営業利益又は営業損失(△) △25 2,166 260 △27 2,373 △1,860 513

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及
び資本的支出

  資産 5,482 22,657 19,600 1,965 49,705 8,101 57,806

  減価償却費 29 411 620 32 1,093 114 1,207

  減損損失 ― 8 57 ― 65 ― 65

  資本的支出 16 191 429 32 669 98 768

身装・美術 
工芸事業

インテリア 
ファブリック

事業

自動車・列
車・航空機内

装材事業
その他 計

消去又は 
全社

連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 4,368 43,959 23,793 1,064 73,186 ― 73,186

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

208 140 11 235 595 △ 595 ―

計 4,576 44,100 23,805 1,299 73,782 △ 595 73,186

  営業費用 4,130 42,637 24,656 1,280 72,704 1,092 73,797

  営業利益又は営業損失(△) 446 1,463 △ 851 19 1,077 △1,688 △ 610

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及
び資本的支出

  資産 4,729 18,765 13,141 1,775 38,412 7,153 45,565

  減価償却費 23 516 610 37 1,187 120 1,308

  減損損失 － 502 832 － 1,334 － 1,334

  資本的支出 4 228 337 15 585 52 637



7,153百万円であり、その主なものは親会社余資運用資金（現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及

び管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計方針の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業

会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業費用は、身装・美術工芸事業が23百

万円、インテリアファブリック事業が36百万円、自動車・列車・航空機内装材事業が35百万円増加し、営業

利益又は営業損失はそれぞれ同額減少もしくは増加しております。 

  

  



前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

（単位：百万円、端数切捨て）

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（単位：百万円、端数切捨て）

 
(注) １ 地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

その他の地域・・・中国、アメリカ、タイ等 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情報」の

(注)3と同一であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情

報」の(注)4と同一であります。 

５ 会計方針の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業

会計基準第９号 平成18年７月５日)を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の日本の営業費用は95百万円増加し、営業

利益は同額減少しております。 

２ 所在地別セグメント情報

日本 その他の地域 計
消去又は 

全社
連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 74,273 11,559 85,833 ― 85,833

 (2)セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

1,159 1,198 2,357 △2,357 ―

計 75,432 12,757 88,190 △2,357 85,833

  営業費用 73,854 12,098 85,953 △633 85,319

  営業利益 1,578 659 2,237 △1,724 513

Ⅱ 資産 46,106 10,265 56,371 1,434 57,806

日本 その他の地域 計
消去又は 

全社
連結

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 64,800 8,386 73,186 ― 73,186

 (2)セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

1,095 1,680 2,775 △2,775 ―

計 65,896 10,066 75,962 △2,775 73,186

  営業費用 65,001 10,036 75,037 △1,240 73,797

  営業利益又は営業損失(△) 894 29 924 △1,535 △610

Ⅱ 資産 36,113 7,047 43,161 2,404 45,565



前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

          （単位：百万円、端数切捨て） 

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

          （単位：百万円、端数切捨て） 

 
(注) １ 連結売上高に占める割合が10％以上のセグメントがないため、海外売上高の割合のみ記載しております。 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

３ 海外売上高

計

Ⅰ 海外売上高 11,005

Ⅱ 連結売上高 85,833

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

12.8%

計

Ⅰ 海外売上高 8,121

Ⅱ 連結売上高 73,186

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.1%



 
  

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額 

  

   

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、企業
結合等に関する注記については、決算短信における開示の重要性が大きくないと考えられるため開
示を省略しております。 

(１株当たり情報)

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 149円35銭 １株当たり純資産額 91円12銭

１株当たり当期純利益金額 8円71銭 １株当たり当期純利益金額 △44円10銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、1株当たり当期純損失であり、また潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(平成20年３月31日)
当連結会計年度

(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 14,087 8,427

普通株式に係る純資産額(百万円) 13,990 8,521

差額の主な内訳(百万円)

 少数株主持分 97 △94

普通株式の発行済株式数(千株) 93,903 93,903

普通株式の自己株式数(千株) 229 383

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(千株)

93,674 93,519

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失
（△）(百万円)

815 △4,127

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株主に係る金額当期純利益又は当期純損失
（△）(百万円)

815 △4,127

普通株式の期中平均株式数(千株) 93,685 93,598

(開示の省略）



該当事項はありません。 

(重要な後発事象)



5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 547 396 

受取手形 2,206 1,891 

売掛金 12,147 8,870 

商品及び製品 － 5,188 

仕掛品 336 240 

原材料及び貯蔵品 － 217 

製品 6,361 － 

商品 138 － 

原材料 164 － 

貯蔵品 22 － 

前渡金 18 11 

前払費用 156 155 

未収入金 2,151 1,647 

関係会社短期貸付金 545 617 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 433 31 

その他 330 335 

貸倒引当金 △48 △43 

流動資産合計 25,511 19,560 

固定資産 

有形固定資産 

建物 2,921 2,204 

構築物 153 96 

機械及び装置 500 214 

車両運搬具 3 2 

工具、器具及び備品 740 516 

土地 8,802 8,266 

リース資産 － 131 

建設仮勘定 2 2 

有形固定資産合計 13,125 11,433 

無形固定資産 

リース資産 － 1,490 

その他 280 226 

無形固定資産合計 280 1,716 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,158 816 

関係会社株式 7,377 5,703 

出資金 167 67 

関係会社出資金 2,156 2,124 

長期貸付金 26 21 

関係会社長期貸付金 1,100 1,103 

固定化営業債権 228 1,174 

長期前払費用 255 168 

敷金及び保証金 1,000 783 

その他 132 240 

貸倒引当金 △222 △433 

関係会社投資損失引当金 △1,383 △2,360 

投資その他の資産合計 11,998 9,410 

固定資産合計 25,403 22,560 



(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

繰延資産 

社債発行費 24 18 

繰延資産合計 24 18 

資産合計 50,939 42,139 

負債の部 

流動負債 

支払手形 10,828 8,746 

買掛金 5,990 3,949 

短期借入金 3,705 4,209 

1年内償還予定の社債 300 1,700 

1年内返済予定の長期借入金 1,546 1,261 

リース債務 － 350 

未払金 950 2,045 

未払消費税等 174 106 

未払費用 14 123 

未払法人税等 83 76 

預り金 2,835 742 

賞与引当金 439 － 

事業構造改善引当金 － 159 

関係会社整理損失引当金 91 1 

設備関係支払手形 86 50 

その他 34 86 

流動負債合計 27,078 23,609 

固定負債 

社債 3,300 1,600 

長期借入金 1,733 2,436 

リース債務 － 1,368 

長期未払金 303 279 

繰延税金負債 593 270 

再評価に係る繰延税金負債 2,105 2,078 

退職給付引当金 2,255 1,870 

役員退職慰労引当金 251 － 

関係会社投資損失引当金 － 38 

その他 20 21 

固定負債合計 10,563 9,962 

負債合計 37,642 33,571 

純資産の部 

株主資本 

資本金 8,277 8,277 

資本剰余金 

資本準備金 3,352 2,254 

その他資本剰余金 748 － 

資本剰余金合計 4,101 2,254 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △1,846 △4,520 

利益剰余金合計 △1,846 △4,520 

自己株式 △35 △46 

株主資本合計 10,496 5,964 

評価・換算差額等 



(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

その他有価証券評価差額金 302 67 

繰延ヘッジ損益 △30 △6 

土地再評価差額金 2,528 2,541 

評価・換算差額等合計 2,800 2,602 

純資産合計 13,297 8,567 

負債純資産合計 50,939 42,139 



(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 61,819 55,856 

売上原価 48,404 43,125 

売上総利益 13,415 12,730 

販売費及び一般管理費 14,750 13,641 

営業損失（△） △1,334 △910 

営業外収益 

受取利息 69 60 

受取配当金 165 579 

受取賃貸料 297 270 

受取技術料 160 255 

その他 161 116 

営業外収益合計 854 1,282 

営業外費用 

支払利息 308 274 

社債利息 30 35 

手形売却損 57 52 

貸与資産減価償却費 180 154 

為替差損 296 73 

その他 135 133 

営業外費用合計 1,008 723 

経常損失（△） △1,489 △351 

特別利益 

固定資産売却益 2,406 0 

投資有価証券売却益 4 0 

抱合せ株式消滅差益 － 878 

役員退職慰労金戻入額 － 151 

その他 4 52 

特別利益合計 2,415 1,084 

特別損失 

固定資産売却損 － 5 

固定資産除却損 23 14 

減損損失 8 1,322 

投資有価証券評価損 150 98 

関係会社株式評価損 131 360 

関係会社出資金評価損 6 － 

たな卸資産評価損 － 384 

関係会社貸倒引当金繰入額 203 166 

関係会社投資損失引当金繰入額 965 1,591 

関係会社整理損失引当金繰入額 91 － 

特別退職金 379 － 

事業撤退損 209 － 

役員退職慰労引当金繰入額 228 － 

厚生年金基金脱退損 162 － 

事業構造改善費用 － 1,474 

その他 144 18 

特別損失合計 2,702 5,437 

税引前当期純損失（△） △1,776 △4,704 

法人税、住民税及び事業税 47 49 

法人税等調整額 △426 △247 

法人税等合計 △379 △197 

当期純損失（△） △1,396 △4,506 



(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 8,277 8,277 

当期末残高 8,277 8,277 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 3,352 3,352 

欠損填補 － △1,098 

当期変動額合計 － △1,098 

当期末残高 3,352 2,254 

その他資本剰余金 

前期末残高 926 748 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 － 

欠損填補 △177 △748 

当期変動額合計 △177 △748 

当期末残高 748 － 

資本剰余金合計 

前期末残高 4,279 4,101 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 － 

欠損填補 △177 △1,846 

当期変動額合計 △177 △1,846 

当期末残高 4,101 2,254 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △177 △1,846 

当期変動額 

当期純損失（△） △1,396 △4,506 

自己株式の処分 － △1 

欠損填補 177 1,846 

土地再評価差額金の取崩 △449 △12 

当期変動額合計 △1,669 △2,674 

当期末残高 △1,846 △4,520 

利益剰余金合計 

前期末残高 △177 △1,846 

当期変動額 

当期純損失（△） △1,396 △4,506 

自己株式の処分 － △1 

欠損填補 177 1,846 

土地再評価差額金の取崩 △449 △12 

当期変動額合計 △1,669 △2,674 

当期末残高 △1,846 △4,520 



(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △30 △35 

当期変動額 

自己株式の取得 △5 △14 

自己株式の処分 0 3 

当期変動額合計 △4 △11 

当期末残高 △35 △46 

株主資本合計 

前期末残高 12,348 10,496 

当期変動額 

当期純損失（△） △1,396 △4,506 

自己株式の取得 △5 △14 

自己株式の処分 0 1 

欠損填補 － － 

土地再評価差額金の取崩 △449 △12 

当期変動額合計 △1,851 △4,532 

当期末残高 10,496 5,964 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 460 302 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△158 △234 

当期変動額合計 △158 △234 

当期末残高 302 67 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △23 △30 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△7 24 

当期変動額合計 △7 24 

当期末残高 △30 △6 

土地再評価差額金 

前期末残高 2,079 2,528 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

449 12 

当期変動額合計 449 12 

当期末残高 2,528 2,541 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 2,516 2,800 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

283 △197 

当期変動額合計 283 △197 

当期末残高 2,800 2,602 

純資産合計 

前期末残高 14,865 13,297 



(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期変動額 

当期純損失（△） △1,396 △4,506 

自己株式の取得 △5 △14 

自己株式の処分 0 1 

土地再評価差額金の取崩 △449 △12 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 283 △197 

当期変動額合計 △1,567 △4,729 

当期末残高 13,297 8,567 



該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】




