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平成 21 年 12 月 22 日 

各  位            

                  会社名   トヨタ紡織株式会社 

                  代表者名  取締役社長 豊田 周平 

                  （コード番号 3116 東証・名証第 1部） 

                  問合せ先  広報部長  根賀 玲（TEL0566-26-0301） 

 

                  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 東証第 1部） 

                  問合せ先  取締役執行役員 森 仁士（TEL075-741-4315） 

 

                  会社名   豊田通商株式会社 

                  代表者名  取締役社長 清水 順三 

                  （コード番号 8015 東証・名証第 1部） 

                  問合せ先 広報･IR 室長 千野 裕輔（TEL052-584-5011） 

 

輸送機器用内装材事業の統合に関する契約の締結について 

 

トヨタ紡織株式会社(以下、トヨタ紡織)、株式会社川島織物セルコン（以下、川島織物セ

ルコン）、豊田通商株式会社（以下、豊田通商）の３社は、平成 21 年６月 18 日に合意いたし

ました「輸送機器用 内装材事業の統合新会社設立について基本合意」（以下、基本合意）以

降、当該事業の統合(以下、本事業統合)について検討を進めてまいりましたが、本日、本事

業統合の詳細について合意し、統合契約を締結しましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．本事業統合の目的 

現在の輸送機器用内装材事業を取巻く環境は、世界的な自動車生産台数減少の影響や、激

しいコスト競争など構造的に大変厳しい状況にあります。激化する競争に勝ち抜くために一

層の合理化や効率化を進めるとともに、世界市場の需要に対応できるグローバル化の推進や、

機能性、デザイン性の向上を目指した商品開発力を強化することが喫緊の課題となっており

ます。 

本事業統合により、３社それぞれが持つ強みを活かし、 

① 保有技術、顧客基盤、事業分野と地域性の相互補完、相乗効果を発揮することで、営業・

開発・生産基盤の強化と、一貫工程による、一層の効率化を図り 

② 車室内空間全体を想定した機能性、環境・健康などに配慮した高機能ファブリックや先

端のデザイン性を追及したファブリック開発生産体制を構築する 

ことにより、事業競争力を高めるとともに、グローバル展開の強化を図ってまいります。 
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２．本事業統合の要旨 

（１）本事業統合の日程 

吸収分割契約承認取締役会 

 

平成 21 年 12 月 22 日 

（トヨタ紡織、川島織物セルコン、ＴＢカワシマ）

吸収分割契約締結日 

 

平成 21 年 12 月 22 日 

（トヨタ紡織、川島織物セルコン、ＴＢカワシマ）

吸収合併契約承認取締役会 

 

平成 21 年 12 月 22 日 

（龍村美術織物エーアイ、ＴＢカワシマ） 

吸収合併契約締結日 

 

平成 21 年 12 月 22 日 

（龍村美術織物エーアイ、ＴＢカワシマ） 

株式譲渡契約承認取締役会 

 

平成 21 年 12 月 22 日 

（トヨタ紡織、川島織物セルコン、豊田通商） 

株式譲渡契約締結日 

 

平成 21 年 12 月 22 日 

（トヨタ紡織、川島織物セルコン、豊田通商） 

吸収分割契約承認株主総会 

 

平成 22 年２月 15 日（予定）（ＴＢカワシマ） 

平成 22 年３月 ３日（予定）（川島織物セルコン）

合併契約承認株主総会 

 

平成 22 年２月 15 日（予定） 

（龍村美術織物エーアイ、ＴＢカワシマ） 

分割の効力発生日 平成 22 年４月１日（予定） 

合併の効力発生日 平成 22 年４月１日（予定） 

株式譲渡日 平成 22 年４月１日（予定） 

（注１） トヨタ紡織、川島織物セルコン及び豊田通商は、本事業統合に先立ち、平成 21

年６月 18 日付の基本合意にて発表いたしました新会社ＴＢカワシマ株式会社（以

下、ＴＢカワシマ）を、平成 21 年 12 月 22 日付で設立いたします。 

（注２） 分割会社であるトヨタ紡織においては、会社法第 784 条第３項に規定する簡易吸

収分割に該当するため、吸収分割契約承認株主総会を開催いたしません。 

（注３） 本事業統合の手続きの進行その他の事由により、上記の日程は変更される可能性

があります。 

 

（２）本事業統合の方式 

①川島織物セルコンは、平成 22 年４月１日を効力発生日として、自動車・列車・航空

機内装材事業を分割し、ＴＢカワシマがこれを承継（以下、本会社分割（川島織物

セルコン））いたします。 

②トヨタ紡織は、平成 22 年４月１日を効力発生日として、輸送機器用内装材事業を分

割し、ＴＢカワシマがこれを承継（以下、本会社分割（トヨタ紡織）といい、本会

社分割（川島織物セルコン）と総称して「本会社分割」といいます。）いたします。 

③ＴＢカワシマ及び株式会社龍村美術織物エーアイ（以下、龍村美術織物エーアイ）

は、平成 22 年４月１日を効力発生日として、ＴＢカワシマを吸収合併存続会社、龍

村美術織物エーアイを吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下、本合併）を行いま

す。 

④川島織物セルコンは、平成 22 年４月１日を株式譲渡日として、その保有するＴＢカ

ワシマ株式の一部を、トヨタ紡織及び豊田通商に譲渡（以下、本株式譲渡）いたし
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ます。なお、本株式譲渡における株式譲渡価額及び譲渡損益については、平成 22

年 8 月を目処にお知らせいたします。 

注：統合方式のイメージは、別紙１をご参照ください。 

 

（３）本事業統合に係る割当ての内容 

会社名 トヨタ紡織 川島織物セルコン 豊田通商グループ 
本事業統合に係る 

割 当 て の 内 容 
0.247 0.628 0.125 

本事業統合により 

発行する新株式数 
普通株式 ： 48,900 株 （予定） 

（注１） ＴＢカワシマは、本事業統合において普通株式 48,900 株を発行し、本事業統合が

完了した時点におけるＴＢカワシマの発行済株式総数は 49,000 株となります。 

（注２） 本事業統合により新たに発行されるＴＢカワシマの株式総数を１とした場合、Ｔ

Ｂカワシマは、本会社分割及び本合併に際して、トヨタ紡織、川島織物セルコン

及び豊田通商グループに対してそれぞれ 0.247：0.628：0.125 の割合で普通株式

を割当交付いたします。なお、本会社分割及び本合併に際して、ＴＢカワシマの

普通株式の割当数は、トヨタ紡織に 12,078 株、川島織物セルコンに 30,709 株、

豊田通商グループに 6,113 株となります。 

（注３） 本会社分割及び本合併に際して、トヨタ紡織、川島織物セルコン及び豊田通商グ

ループに対して割当交付される普通株式の比率（以下、株式割当比率）は、算定

の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合には、各社で協議の上、変更する

ことがあります。 

（注４） 本事業統合の効力発生日に、川島織物セルコンが所有することになるＴＢカワシ

マの株式を、トヨタ紡織に 6,993 株、豊田通商に 4,645 株譲渡する予定です。こ

の結果、ＴＢカワシマの発行済株式総数 49,000 株に対するトヨタ紡織、川島織物

セルコン及び豊田通商グループの持分比率は、39：39：22 となり、ＴＢカワシマ

は引き続きトヨタ紡織、川島織物セルコン及び豊田通商の持分法適用会社となり

ます。 

 

（４）本事業統合に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

トヨタ紡織は、新株予約権を発行しておりますが、これらの取扱いについては本

会社分割（トヨタ紡織）による変更はありません。 

川島織物セルコンは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

龍村美術織物エーアイは、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりませ

ん。 

 

（５）本会社分割により減少する資本金（トヨタ紡織、川島織物セルコン） 

トヨタ紡織において、本会社分割（トヨタ紡織）により減少する資本金はござい

ません。 

川島織物セルコンにおいて、本会社分割（川島織物セルコン）により減少する資
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本金はございません。 

 

（６）ＴＢカワシマが承継する権利義務 

ＴＢカワシマは、本会社分割（トヨタ紡織）に係る吸収分割契約書の定めるとこ

ろにより、効力発生日において、トヨタ紡織の輸送機器用内装材事業に関わる資産、

負債、債権債務、各種契約上の地位及び権利義務等を承継する予定です。但し、ト

ヨタ紡織の輸送機器用内装材事業に主として従事する従業員は、トヨタ紡織が引き

続き雇用し、ＴＢカワシマへ出向する予定です。 

ＴＢカワシマは、本会社分割（川島織物セルコン）に係る吸収分割契約書の定め

るところにより、効力発生日において、川島織物セルコンの自動車内装材事業に関

わる資産、負債、債権債務、各種契約上の地位及び権利義務等を承継する予定です。

尚、川島織物セルコンの自動車内装材事業に主として従事する従業員は、本会社分

割（川島織物セルコン）に係る吸収分割契約書の定めるところにより、効力発生日

において、ＴＢカワシマが承継する予定です。 

 

（７）債務履行の見込み 

ＴＢカワシマ及びトヨタ紡織が本会社分割（トヨタ紡織）後に負担すべき債務の

履行の確実性に問題はないものと判断しております。 

また、ＴＢカワシマ及び川島織物セルコンが本会社分割（川島織物セルコン）後

に負担すべき債務の履行の確実性に問題はないものと判断しております。 

 

３．本事業統合に係る割当ての内容の算定根拠等 

（１） 算定の基礎 

 トヨタ紡織、川島織物セルコン及び豊田通商は、本事業統合の株式割当比率の算

定にあたって公正を期すため、トヨタ紡織はみずほ証券株式会社（以下、みずほ証

券）及び野村證券株式会社（以下、野村證券）を、川島織物セルコンは大和証券エ

スエムビーシー株式会社（以下、大和証券ＳＭＢＣ）を、豊田通商は株式会社ＫＰ

ＭＧ ＦＡＳ（以下、ＫＰＭＧ）を今回の株式割当比率算定のための第三者算定機

関として選定し、株式割当比率の算定を依頼しました。みずほ証券、野村證券、大

和証券ＳＭＢＣ及びＫＰＭＧは、トヨタ紡織、川島織物セルコン及び豊田通商グル

ープの本事業統合対象事業又は本事業統合対象株式の価値について、以下のように

評価し、比率算定を行いました。 

 

 みずほ証券は、トヨタ紡織の分割対象株式価値、川島織物セルコンの分割対象株

式価値及び龍村美術織物エーアイ株式価値それぞれについて、ディスカウンテッ

ド・キャッシュフロー法（以下、ＤＣＦ法）を採用し、本事業統合により新たに発

行されるＴＢカワシマの株式総数を 1 とした場合に本事業統合に際してトヨタ紡

織、川島織物セルコン及び豊田通商グループのそれぞれに割り当てられるＴＢカワ

シマの株式割当比率の算定を行いました。 
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株式割当比率の評価レンジ 
採用手法 

トヨタ紡織 川島織物セルコン 豊田通商グループ 
DCF 法 0.223～0.236 0.624～0.656 0.121～0.140 

 

 なお、みずほ証券は、株式割当比率の算定に際して、公開情報及びみずほ証券に

提供された財務に関する情報その他一切の情報が正確かつ完全であることを前提と

しており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、各

社とそれらの関係会社の資産または負債について、個別の各資産、各負債（偶発債

務を含む）の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定または査定を行っておりませ

ん。みずほ証券の株式割当比率の算定は、平成 21 年 12 月 15 日現在までに入手した

情報と経済条件を反映したものであり、また、みずほ証券に提供された各社の財務

予測その他将来に関する情報については、トヨタ紡織、川島織物セルコン及び豊田

通商それぞれの経営陣による現時点で可能な最善の予測と判断に基づき合理的に作

成されたことを前提としております。 

 なお、みずほ証券が提出した株式割当比率の算定結果は、本事業統合の公正性に

ついて何ら意見を表明するものではありません。 

 

 

 野村證券は、トヨタ紡織の分割対象事業価値、川島織物セルコンの分割対象事業

価値及び龍村美術織物エーアイ株式価値それぞれについて、ＤＣＦ法を採用し、本

事業統合により新たに発行されるＴＢカワシマの株式総数を 1 とした場合に本事業

統合に際してトヨタ紡織、川島織物セルコン及び豊田通商グループのそれぞれに割

り当てられるＴＢカワシマの株式割当比率の算定を行いました。 

 

株式割当比率の評価レンジ 
採用手法 

トヨタ紡織 川島織物セルコン 豊田通商グループ 
DCF 法 0.073～0.273 0.507～0.732 0.115～0.226 

 

 野村證券は、トヨタ紡織の分割対象事業の事業価値、川島織物セルコンの分割対

象事業の事業価値及び龍村美術織物エーアイの株式価値の算定に際して、トヨタ紡

織、川島織物セルコン及び豊田通商から提供を受けた情報、一般に公開された情報

等を使用し、それらの資料、情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提と

しており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、ト

ヨタ紡織、川島織物セルコン、龍村美術織物エーアイ及びその関係会社の資産また

は負債（偶発債務を含む）について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、

独自に評価、鑑定または査定を行っておらず、第三者機関への鑑定または査定の依

頼も行っておりません。野村證券によるトヨタ紡織の分割対象事業の事業価値、川

島織物セルコンの分割対象事業の事業価値及び龍村美術織物エーアイの株式価値の

算定は、2009 年 12 月 15 日現在までの情報及び経済条件を反映したものであり、野
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村證券に提供された各社の財務予測その他将来に関する情報については、トヨタ紡

織、川島織物セルコン及び豊田通商それぞれの経営陣による現時点で可能な最善の

予測と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。 

 なお、野村證券が提出した株式割当比率の算定結果は、本統合の公正性について

何ら意見を表明するものではありません。 

 

 

大和証券ＳＭＢＣは、トヨタ紡織、川島織物セルコン及び豊田通商グループそれ

ぞれについて、インカム・アプローチとしてＤＣＦ法を、ネットアセット・アプロ

ーチとして修正簿価純資産法を採用し、本事業統合により新たに発行されるＴＢカ

ワシマの株式総数を 1 とした場合に本事業統合に際してトヨタ紡織、川島織物セル

コン及び豊田通商グループのそれぞれに割り当てられるＴＢカワシマの株式割当比

率の算定を行いました。 

 

株式割当比率の評価レンジ 
採用手法 

トヨタ紡織 川島織物セルコン 豊田通商グループ 
DCF 法 0.210～0.285 0.563～0.652 0.124～0.179 

修正簿価純資産法 0.258 0.612 0.130 

 

 なお、大和証券ＳＭＢＣは、株式割当比率の算定に際して、公開情報及び大和証

券ＳＭＢＣに提供された財務に関する情報その他一切の情報が正確かつ完全である

ことを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりませ

ん。また、各社とそれらの関係会社の資産または負債について、個別の各資産、各

負債（偶発債務を含む）の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定または査定を行

っておりません。大和証券ＳＭＢＣの株式割当比率の算定は、平成 21 年 12 月 18 日

現在までに入手した情報と経済条件を反映したものであり、また、大和証券ＳＭＢ

Ｃに提供された各社の財務予測その他将来に関する情報については、トヨタ紡織、

川島織物セルコン及び豊田通商それぞれの経営陣による現時点で可能な最善の予測

と判断に基づき合理的に作成されたことを前提としております。 

 なお、大和証券ＳＭＢＣが提出した株式割当比率の算定結果は、本事業統合の公

正性について何ら意見を表明するものではありません。 

 

 

 ＫＰＭＧは、トヨタ紡織、川島織物セルコン及び豊田通商グループそれぞれにつ

いて、コスト・アプローチとして修正純資産法を、インカム・アプローチとしてＤ

ＣＦ法を採用し、本事業統合により新たに発行されるＴＢカワシマの株式総数を 1

とした場合に本事業統合に際してトヨタ紡織、川島織物セルコン及び豊田通商グル

ープのそれぞれに割り当てられるＴＢカワシマの株式割当比率の算定を行いました。 
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株式割当比率の評価レンジ 
採用手法 

トヨタ紡織 川島織物セルコン 豊田通商グループ 
修正純資産法 0.241～0.328 0.540～0.629 0.119～0.145 

DCF 法 0.204～0.251 0.517～0.630 0.119～0.279 
 

 なお、ＫＰＭＧは、株式割当比率の算定に際して、公開情報及びＫＰＭＧに提供

された財務に関する情報その他一切の情報が正確かつ完全であることを前提として

おり、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を行っておりません。また、各社と

それらの関係会社の資産または負債について、個別の各資産、各負債（偶発債務を

含む）の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定または査定を行っておりません。

ＫＰＭＧの株式割当比率の算定は、平成 21 年 12 月 15 日現在までに入手した情報と

経済条件を反映したものであり、また、ＫＰＭＧに提供された各社の財務予測その

他将来に関する情報については、トヨタ紡織、川島織物セルコン及び豊田通商それ

ぞれの経営陣による現時点で可能な最善の予測と判断に基づき合理的に作成された

ことを前提としております。 

 なお、ＫＰＭＧが提出した株式割当比率の算定結果は、本事業統合の公正性につ

いて何ら意見を表明するものではありません。 

 

（２） 算定の経緯 

 上記記載の通り、トヨタ紡織はみずほ証券及び野村證券に、川島織物セルコンは

大和証券ＳＭＢＣに、豊田通商はＫＰＭＧに、それぞれ本事業統合の株式割当比率

の算定を依頼し、当該第三者算定機関による算定結果を参考に、それぞれ各社の財

務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、各社で株式割当

比率について慎重に協議を重ねました。その結果、各社は上記２.（３）の株式割

当比率が妥当であり、各社の株主の利益に資すると判断し、合意に至りました。 

 なお、上記株式割当比率は、算定の前提となる諸条件に重大な変更が生じた場合

には、各社で協議の上、変更することがあります。 

 

（３） 算定機関との関係 

 第三者算定機関であるみずほ証券、野村證券、大和証券ＳＭＢＣ及びＫＰＭＧは、

いずれもトヨタ紡織、川島織物セルコン及び豊田通商の関連当事者には該当いたし

ません。 

 

４．本事業統合の当事会社の概要 

（１）新会社の概要 

新会社の概要は、平成 21 年６月 18 日付の基本合意にて発表した内容から一部変更

になっております。 

  ①会社名 ＴＢカワシマ株式会社 

  ②本店所在地 愛知県刈谷市豊田町１丁目１番地 
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  ③出資比率 トヨタ紡織 39％、川島織物セルコン 39％、豊田通商グループ 22％ 

  ④代表者の氏名 栗谷本 強 

  ⑤対象商品 シート・ドア用ファブリック、天井材、その他内装材 

  ⑥会社設立 平成 21 年 12 月 22 日 

  ⑦役員 

     代表取締役社長  栗谷本 強 

     代表取締役    加藤 鈴夫 

     取締役      榎本 尚哉 

     取締役（非常勤） 豊田 周平 

     取締役（非常勤） 飯田 耕次 

     取締役（非常勤） 中西 正夫 

     取締役（非常勤） 髙橋 克紀 

     監査役（非常勤） 野田 憲一 

   注：なお、豊田周平はトヨタ紡織の取締役社長を、飯田耕次はトヨタ紡織の常務取締

役を、中西正夫は川島織物セルコンの取締役社長を、加藤鈴夫は川島織物セルコ

ンの常務取締役を、髙橋克紀は豊田通商の取締役副会長を、榎本尚哉は龍村美術

織物エーアイの代表取締役を兼務しております。 

     また、監査役の野田憲一は、トヨタ紡織の常務執行役員を兼務しております。 

 

（２）分割当事会社の概要 

1. 名称 トヨタ紡織株式会社 

（分割会社） 

平成 21 年 3月 31 日現在 

株式会社川島織物セルコン 

（分割会社） 

平成 21 年 3月 31 日現在 

ＴＢカワシマ株式会社 

（承継会社） 

 

2. 事業内容 自動車部品及び繊維製品の製

造販売 

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 

輸送機器用内装材の製造販売

3. 設立年月日 大正 7年 1月 昭和 13 年 5月 平成 21 年 12 月 22 日（予定）

4. 本店所在地 刈谷市豊田町 1丁目 1番地 京都市左京区静市市原町 265

番地 

刈谷市豊田町 1丁目 1番地 

5. 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 豊田周平 代表取締役社長 中西正夫 代表取締役社長 栗谷本強 

6. 資本金 8,400 百万円 8,277 百万円 1 百万円 

（平成 21 年 12 月 22 日予定）

490 百万円 

（平成 22 年 4 月 1日予定）

7. 発行済株式総数 187,665,738 株 93,903,222 株 100 株 

（平成 21 年 12 月 22 日予定）

49,000 株 

（平成 22 年 4 月 1日予定）

8. 純資産 122,235 百万円 8,567 百万円 1 百万円 

（平成 21 年 12 月 22 日予定）

5,500 百万円程度 

（平成 22 年 4 月 1日予定）

9. 総資産 338,768 百万円 42,139 百万円 1 百万円程度 

（平成 21 年 12 月 22 日予定）

13,000 百万円程度 
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（平成 22 年 4 月 1日予定）

10. 決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 3 月 31 日 

11. 従業員数 7,579 名 1,323 名 0 名 

(平成 21 年 12 月 22 日予定)

12. 主要取引先 販売先 トヨタ自動車㈱ 

    トヨタ車体㈱ 

    ㈱デンソー 

仕入先 トヨタ自動車㈱ 

    アイシン精機㈱ 

    ㈱ｲﾉｱｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

販売先 本田技研工業㈱ 

    林テレンプ㈱ 

    ジョンソンコントロールズ㈱ 

仕入先 蝶理㈱ 

    ＮＩ帝人商事㈱ 

    立川ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工業㈱ 

 

13. 大株主及び 

持株比率 

 

トヨタ自動車㈱   39.36%

東和不動産㈱     9.78%

㈱デンソー      5.43%

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱  4.95%

㈱豊田自動織機    4.13%

日本発条㈱      3.85%

ﾚｿﾞﾝ投資事業有限責任組合 8.51％

川島織物ｾﾙｺﾝ共栄会   5.27％

川島織物ｾﾙｺﾝ従業員持株会 4.69％

㈱三井住友銀行    4.15％

日本ﾄﾗｽﾃｨ・ｻｰﾋﾞｽ信託銀行㈱ 3.38% 

林テレンプ㈱    3.19% 

トヨタ紡織㈱       39％ 

㈱川島織物セルコン 39％ 

豊田通商グループ    22％ 

（平成21年12月22日及び同

22 年 4 月 1日予定） 

 

14. 主要取引銀行 ㈱三菱東京 UFJ 銀行、㈱三井

住友銀行 

㈱三井住友銀行、㈱三菱東京

UFJ 銀行、㈱京都銀行、㈱り

そな銀行 

未定 

資本関係 
トヨタ紡織及び川島織物セルコンはＴＢカワシマへ３９％ずつ出資 

人的関係 
新設会社の取締役５名及び監査役１名はトヨタ紡織及び川島織物セルコンから派遣または兼

務 

15．当事会

社の関係 

取引関係 
無し 

 

16.分割会社の最近３事業年度の業績（連結） 

（単位：百万円、１株当たり指標は円） 

注：承継会社であるＴＢカワシマは、新設会社であるため、該当項目はありません。 

 

 

 

 

 

 
トヨタ紡織株式会社（分割会社） 株式会社川島織物セルコン（分割会社）

決算期 2007 年 3 月期 2008 年 3 月期 2009 年 3 月期 2007年3月期 2008 年 3 月期 2009 年 3 月期

売上高 1,082,755 1,233,789 979,775 80,649 85,833 73,186 

営業利益 48,381 65,596 14,054 409 513 △610 

経常利益 52,143 65,696 13,292 221 192 △808 

当期純利益 30,105 40,720 △5,064 46 815 △4,127 

1 株当たり 

当期純利益 
160.76 217.76 △27.15 0.50 8.71 △44.10 

1 株当たり配

当金 
24.00 35.00 20.00 ― ― ― 

1 株当たり 

純資産額 
858.86 997.43 848.01 142.32 149.35 91.12 
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（３）合併当事会社の概要 

1. 名称 株式会社龍村美術織物ｴｰｱｲ 

（吸収合併消滅会社） 

平成 21 年 3月 31 日現在 

ＴＢカワシマ株式会社 

（吸収合併存続会社） 

平成 21 年 12 月 31 日見込 

2. 事業内容 輸送機器用生地の開発・製

造・加工・販売 

輸送機器用内装材の製造販売

3. 設立年月日 平成 13 年 2月 平成 21 年 12 月 22 日（予定）

4. 本店所在地 安城市三河安城町 1-11-1 刈谷市豊田町 1丁目 1番地 

5. 代表者の役職・氏名 代表取締役 榎本尚哉 代表取締役社長 栗谷本強 

6. 資本金 310 百万円 1 百万円 

（平成 21 年 12 月 22 日予定）

490 百万円 

（平成 22 年 4 月 1日予定）

7. 発行済株式総数 6,200 株 100 株 

（平成 21 年 12 月 22 日予定）

49,000 株 

（平成 22 年 4 月 1日予定）

8. 純資産 320 百万円 1 百万円 

（平成 21 年 12 月 22 日予定）

5,500 百万円程度 

（平成 22 年 4 月 1日予定）

9. 総資産 1,368 百万円 1 百万円程度 

（平成 21 年 12 月 22 日予定）

13,000 百万円程度 

（平成 22 年 4 月 1日予定）

10. 決算期 3 月 31 日 3 月 31 日 

11. 従業員数 59 名 0 名 

（平成 21 年 12 月 22 日予定）

12. 主要取引先 販売先 豊田通商㈱ 

    スズキ㈱ 

    富士重工業㈱ 

    難波プレス工業㈱ 

    ㈱ｲﾉｱｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

仕入先 帝人テクロス㈱※ 

    帝人ﾈｽﾃｯｸｽ㈱ 

    山口ニット㈱ 

    ㈱ｲﾉｱｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

 

13. 大株主及び 

持株比率 

豊田通商㈱     70.02%

帝人テクロス㈱※   19.98%

㈱龍村美術織物   10.00%

 

トヨタ紡織㈱       39％ 

㈱川島織物セルコン 39％ 

豊田通商グループ  22％ 

（平成21年12月22日及び同

22 年 4 月 1日予定） 

14. 主要取引銀行 ㈱三菱東京 UFJ 銀行 未定 

資本関係 
無し 

人的関係 
ＴＢカワシマの取締役２名は豊田通商グループから派遣 

 

15．当事会

社の関係 

取引関係 
無し 

※平成 21 年 12 月 1 日付で帝人ファイバー㈱に変更 
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16.吸収合併消滅会社の最近３事業年度の業績（単体） 

（単位：百万円、1 株当たり指標は円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：承継会社であるＴＢカワシマは、新設会社であるため、該当項目はありません。 

 

５．分割する事業部門の内容 

（１）分割する事業の内容 

本会社分割（トヨタ紡織）において、トヨタ紡織が分割する事業は、トヨタ紡織

の輸送機器用内装材の開発・製造・販売に関する事業です。 

本会社分割（川島織物セルコン）において、川島織物セルコンが分割する事業は、

川島織物セルコンの自動車・列車・航空機等の内装材の開発・製造・販売に関する

事業です。 

 

（２）分割する部門の平成 21 年３月期における経営成績（連結） 

（単位：百万円） 

 トヨタ紡織株式会社（分割会社） 株式会社川島織物セルコン（分割会社）

 分割事業（Ａ） 全体（Ｂ） 
比率(A)/(B)

×100 
分割事業（Ａ） 全体（Ｂ） 

比率(A)/(B)

×100 

売上高 1,962 979,775 0.2％  23,793 73,186 32.51％ 

 

（３）分割する資産・負債（平成 21 年３月 31 日） 

トヨタ紡織株式会社（分割会社）               （単位：百万円） 

資  産 負  債 

項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額 

流動資産 280 流動負債 207 

固定資産 1,664 固定負債 0 

合計 1,944 合計 207 

 株式会社龍村美術織物エーアイ 

（吸収合併消滅会社） 

決算期 2007 年 3 月期 2008 年 3 月期 2009 年 3 月期

売上高 6,101 7,023 5,515 

営業利益 126 132 3 

経常利益 134 132 7 

当期純利益 125 70 △6 

1 株当たり 

当期純利益 
20,296.33 11,345.03 △976.74 

1 株当たり 

配当額 
－ 2,630 － 

1 株当たり 

純資産額 
43,928.93 55,273.96 51,667.22 
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 株式会社川島織物セルコン（分割会社）            （単位：百万円） 

資  産 負  債 

項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額 

流動資産 4,083 流動負債 5,758 

固定資産 5,525 固定負債 478 

合計 9,608 合計 6,236 

（注１） 上記の承継する資産、負債については、平成 21 年３月 31 日の貸借対照表を基礎

としたものです。効力発生日である平成 22 年４月１日において、その前日までの

承継する資産、負債の増減を加除したうえで確定します。 

（注２） 上記の川島織物セルコンの貸借対照表については、本会社分割（川島織物セルコ

ン）に伴い、別途、ＴＢカワシマに承継させる借入金債務を含んでおります。 

 

６．本事業統合後の状況 

トヨタ紡織ならびに川島織物セルコンは、本会社分割により分割対象事業をＴＢカワシ

マに承継することを除き、名称、事業内容、所在地、代表者、資本金及び決算期について

は変更ありません。なお、本会社分割（トヨタ紡織）後のトヨタ紡織の総資産は 4,667

億円（分割による増加見込額 2 億円）となる見込みです。また、本会社分割（川島織物セ

ルコン）後の川島織物セルコンの総資産は 350 億円（分割による減少見込額△74 億円）

となる見込みです。但し、いずれも平成 21 年３月 31 日現在の貸借対照表帳簿価格に基づ

く試算値です。 

龍村美術織物エーアイは、ＴＢカワシマを存続会社とする本合併により解散いたします。 

合併におけるＴＢカワシマの名称、事業内容、本店所在地、代表者、資本金、決算期に

つきましては、上記から変更はありません。 

 

７．会計処理の概要 

トヨタ紡織及び川島織物セルコンは、「事業分離等に関する会計基準」ならびに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、受取対価が承継会社

の株式のみである場合の会計処理を行います。なお、現時点ではのれん等の金額を見積も

ることができませんが、確定次第お知らせいたします。 

 

８．本事業統合による業績等への影響・見通し 

川島織物セルコンの連結業績及び個別業績に与える影響（本株式譲渡における株式譲渡

価額及び譲渡損益を含む。）については、詳細が確定次第、速やかにお知らせいたします。 

トヨタ紡織の連結業績及び個別業績に与える影響は軽微です。 

豊田通商の連結業績及び個別業績に与える影響は軽微です。 

 

以上 
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【別紙１】 

 

新会社の設立（平成21年12月22日）

① 事業再編（平成22年4月1日）

② 事業再編（平成22年4月1日）

③ 事業再編（平成22年4月1日）

④ 事業再編・各社の持分比率調整（株式譲渡）後（平成22年4月1日）

本事業統合の概要図

トヨタ紡織株式会社

トヨタ紡織株式会社

株式会社川島織物セルコン トヨタ紡織株式会社 豊田通商株式会社

ＴＢカワシマ株式会社

39% 39% 22%
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