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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 56,336 △23.0 △1,000 ― △1,307 ― △1,454 ―
21年3月期 73,186 △14.7 △610 ― △808 ― △4,127 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △15.55 ― ― ― ―
21年3月期 △44.10 ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △146百万円 21年3月期  △16百万円

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

22年3月期 42,037 7,176 17.2 77.47
21年3月期 45,565 8,427 18.7 91.12

（参考） 自己資本   22年3月期  7,244百万円 21年3月期  8,521百万円

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

22年3月期 △1,187 631 743 2,302
21年3月期 32 △627 165 2,098

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想） ― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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 23,000 △11.4 △150 ― △400 ― △400 ― △4.28

通期 43,500 △22.8 650 ― 300 ― 300 ― 3.21
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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、21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、27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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 93,903,222株 21年3月期 93,903,222株
② 期末自己株式数 22年3月期  399,829株 21年3月期  383,377株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 46,500 △16.8 △1,061 ― △1,126 ― △1,673 ―
21年3月期 55,856 △9.6 △910 ― △351 ― △4,506 ―

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

22年3月期 △17.89 ―
21年3月期 △48.15 ―

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

22年3月期 38,740 6,942 17.9 74.25
21年3月期 42,139 8,567 20.3 91.61

（参考） 自己資本 22年3月期  6,942百万円 21年3月期  8,567百万円

※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。 
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                                            (単位：百万円） 

 
  

①全般的な事業の状況 

【事業環境】 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気後退の影響から、

企業収益は大幅に減少し、所得・雇用環境が急速に悪化するなど、厳しい状態にありました。年度後半

には、輸出や生産、個人消費などに景気持ち直しの動きが見られましたが、自律性は弱く、本格的な回

復には至りませんでした。  

 当社グループに関連する市場についても、インテリア業界では新設住宅着工戸数が45年ぶりに80万戸

を割り込み、自動車業界では国内自動車生産台数が31年ぶりに900万台を割り込むなど、厳しい環境が

続きました。  

  

【事業の状況】 

このような経営環境の下、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、住宅市場の低迷や官公庁・民間設備投資の減

少など、インテリアファブリック事業を取り巻く市場環境が厳しい状態にあったことに加え、特に年度

前半において世界的な自動車需要の減少による影響を強く受けたことから、前年同期比では168億50百

万円（23.0％）減収の563億36百万円となりました。  

 収益については、大幅な減収による収益の悪化を前連結会計年度より取り組んでおります事業構造改

革による収益改善効果や経費削減で補いきれず、営業損失は10億円（前年同期比3億89百万円悪化）、

経常損失は13億7百万円（同4億99百万円悪化）、当期純損失は14億54百万円（同26億73百万円改善）と

なりました。  

  

②事業別の事業の状況  

 事業の種類別セグメントの業績                  （単位：百万円） 

 
  

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

22年3月期 56,336 △1,000 △1,307 △1,454

21年3月期 73,186 △610 △808 △4,127

増 減 率 △23.0% ― ― ―

売上高 営業利益

22年 21年
増減

22年 21年
増減

3月期 3月期 3月期 3月期

身装・美術工芸事業 3,510 4,368 △858 275 446 △170

インテリアファブリッ
ク事業 33,913 43,959 △10,046 795 1,463 △667

自動車・列車・航空機
内装材事業 18,083 23,793 △5,710 △909 △851 △58

その他事業 829 1,064 △235 17 19 △2

小 計 56,336 73,186 △16,850 178 1,077 △899

消去又は全社 ― ― ― △1,179 △1,688 509

合 計 56,336 73,186 △16,850 △1,000 △610 △389
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[身装・美術工芸事業]  

 当事業の売上高は、緞帳や祭礼幕などを取り扱う美術工芸部門が好調に推移した一方、主力である帯

を中心とした呉服部門が総じて低調であったことに加え、前連結会計年度には美術工芸品の大口受注が

あった反動などから、前年同期比8億58百万円（19.6％）減収の35億10百万円となりました。営業利益

については、減収による影響から前年同期比1億70百万円減益の2億75百万円となりました。 

  

[インテリアファブリック事業]  

 当事業の売上高は、新設住宅着工戸数や建築物着工床面積などの建設関連各指標が前年実績を大きく

下回る厳しい事業環境下、利益率の高い自社開発商品の販売や新規市場の開拓に努めてまいりました

が、百貨店・量販店・ハウスメーカーなどのホームマーケット、官公庁・法人・商業施設などのコント

ラクトマーケットへの販売がともに落ち込んだことから、前年同期比100億46百万円（22.9％）減収の

339億13百万円となりました。営業利益については、減収による影響から、前年同期比6億67百万円減益

の7億95百万円となりました。  

  

[自動車・列車・航空機内装材事業]  

 当事業の売上高は、世界的な自動車需要の減少や自動車メーカーによる在庫調整の影響などにより、

特に年度前半において国内外の各拠点ともに受注量が前年実績を大きく下回ったことから、前年同期比

57億10百万円（24.0％）減収の180億83百万円となりました。営業損益については、減収による影響か

ら前年同期比58百万円悪化し、9億9百万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2億35百万円（22.1％）減収の8億29百万円となりました。営業利益に

ついては、前年同期比2百万円減益の17百万円となりました。 

  

③次期の見通し 

  

わが国経済の今後の見通しについては、企業収益の改善や個人消費の持ち直しなどから景気は緩やか

ながら回復に向けた動きが続いているものの、一方で急激な為替変動やデフレの影響、雇用環境の悪化

など、景気を下押しするリスクを多く抱えており、依然として不透明な状態にあります。  

当社グループに関連する市場環境についても、住宅市場や官公庁・民間の設備投資などに急速な回復は

見込めず、個人消費の伸び悩みやデフレの長期化が懸念されることから、楽観視できない状態が続くも

のと予測しています。  

 この様な状況下、当社グループは中期経営計画の達成を目指し、製造開発部門・営業部門が一体とな

って、強みであるデザイン力・技術力を駆使した商品を投入していきます。また、コスト削減や事業の

合理化・効率化に向けた取り組みのみならず、新規マーケットの開拓や他社とのコラボレーションの強

化など、従来の事業領域や販売チャネルにとらわれない積極的な攻めの経営を推し進めます。  

 自動車・列車・航空機内装材事業においては、「中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題」に

て後述しておりますとおり、平成22年７月１日にトヨタ紡織株式会社及び豊田通商株式会社との３社で

設立したＴＢカワシマ株式会社に事業を分割・統合する予定です。  

 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22年度（平成23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      43,500百万円 （前期比  77.2%）  

   営業利益       650百万円 （前期比    ―%）  

   経常利益       300百万円 （前期比    ―%）  

   当期純利益      300百万円 （前期比   ―%）  
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※売上高減少の主な要因は、平成22年７月１日に自動車・列車・航空機内装材事業の分割・統合を予

定しておりますため、同事業の同日以降の売上高が含まれていないことによるものです。 

 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。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、売上高の減少に伴う売掛債権及びたな卸資産の減少、固定資産の売却

等による減少などにより、前連結会計年度末に比べ35億28百万円減少し、420億37百万円となりまし

た。 

 当連結会計年度末の負債は、買掛債務やその他の支払債務の減少などにより、前連結会計年度末に比

べ22億77百万円減少し、348億60百万円となりました。 

 当連結会計年度末の純資産は、当期純損失の計上などにより、前連結会計年度末に比べ12億50百万円

減少し、71億76百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

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支出11億87百万円、投資活動によ

る資金の収入6億31百万円、財務活動による資金の収入7億43百万円などにより、前連結会計年度末に比

べ2億4百万円増加し、23億2百万円となりました。 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権・たな卸資産・仕入債務の減少に

より運転資金が11億2百万円減少しましたが、税金等調整前当期純損失が14億90百万円、前連結会計年

度に損失計上した事業構造改善費用13億28百万円の支払いなどにより、11億87百万円の資金の支出(前

期比12億19百万円の支出の増加)となりました。 

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、土地等有形固定資産の売却などにより、6

億31百万円の資金の収入(前期比12億58百万円の収入の増加)となりました。 

当連結会計年度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、7億43百万

円の資金の収入(前期比5億78百万円の収入の増加)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

（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 平成22年３月期

自己資本比率 21.8％ 22.1％ 24.2％ 18.7％ 17.2％

時価ベースの自己資本比率 44.9％ 33.1％ 13.6％ 15.0％ 17.1％

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 ―
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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
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当社グループは、当社、連結子会社15社、持分法適用非連結子会社及び関連会社8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㈱、青島保利綉品有限公司

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

TBカワシマ㈱

RAYVES AUTOMOTIVE  TEXTILE  COMPANY  PRIVATE 
LIMITED

その他の事業 不 動 産 の 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
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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。 

平成25年3月期を 終年度とする中期経営計画の経営目標は、以下のとおりです。  

連結売上高     41,000百万円  

連結経常利益     1,300百万円  

連結当期純利益    1,100百万円  

  

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、売上高経常利益率5％の達成を目指しています。 

しかしながら、市場環境は大変厳しく、当社グループは前連結会計年度から2期連続して営業損失、

経常損失及び当期純損失を計上しております。このような状況下、早期黒字化に向けて磐石な経営基盤

を構築することが喫緊の課題であり、この実現にあたり、より一層の改革合理化を推し進めるととも

に、新たな成長戦略を描くことが急務であると認識しております。平成22年度より新たに着手する中期

経営計画（2011年3月期～2013年3月期）では、基本姿勢の下4つの重点項目を基本方針に掲げ、推進し

てまいります 

【4つの基本方針】  

① 利益重視  

   売り上げだけではなく、利益重視の考え方を徹底します。  

② 原点に立ち返る  

   手を広げ過ぎず、自社の強み・原点に立ち返ります。  

③ レベルアップとチームワークの向上  

   社員のレベルアップとチームワークの向上に注力します。  

④ 役割分担と業績責任  

   全てに役割分担と業績責任を明確にします。  

  

事業別には、以下の諸施策を実行することにより、事業構造の変革をスピードを上げて進め、厳しい

事業環境下においても安定した利益を確保できる体制を構築します。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題
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[身装・美術工芸事業] 

帯を中心とした呉服部門  

① 呉服市場の縮小トレンドが続く中、他社に真似のできないモノづくり力と広告プロモーション機能

のさらなる強化を図り、当社商品の認知度を高めて百貨店を中心とした呉服売り場の獲得を重要課題と

して取り組んでまいります。  

② 顧客のニーズ（色・柄・デザイン・価格）に合う商品開発をグループ一体で進めます。店頭での売

れ筋商品情報を迅速に把握し、子会社じゅらくなどの生産機能を含め連携を図り、販売領域を広げ、新

商品にて新たな価格帯の販売ゾーンに参入します。  

  

緞帳・祭礼幕・小物などを中心とした美術工芸部門 

① 緞帳・祭礼幕の実績を武器に提案型営業を強化するとともに、緞帳・祭礼幕の新調に伴う記念品や

小物などの周辺ビジネスの受注獲得にも注力します。  

② 呉服・緞帳・祭礼幕などで培った 高の織物技術・デザイン力を駆使して、美術価値の高い織物を

求める新たな顧客層の拡大に努めます。  

  

[インテリアファブリック事業] 

ホテル・商業施設・官公庁などを対象としたコントラクト部門  

① 施主や設計事務所に対して重点的に販売促進を行い、自社品の採用に注力するとともに、トータル

で空間を提案します。  

 現在の全国一律展開から、地域やチャネル特性に合わせて戦略の見直しを行い、経営資源の集中とコ

スト削減を図り、案件の多い大都市圏に注力します。また、他社との協働により販売商品戦略を強化し

ます。  

② 営業部隊を一本化し、工事工程管理業務などの一層の効率化を図ります。  

 工事工程管理など無駄のある社内作業を抜本的に見直し、後方部隊の仕組みを軽くすることにより効

率化に務めます。  

  

百貨店・専門店・ハウジングなどを対象としたホームマーケット部門  

① ターゲットを絞り込み、効率的な運営を行い、収益に寄与します。  

 当社の強みを活かしてお客様に価値ある商品・サービスを提供できる事業領域へのシフトを加速しま

す。大都市圏を中心とする百貨店や多店舗展開している専門店や有力小売店などに対して、なお一層の

強化を図ります。  

② 企画・提案一括納入型ビジネスを一段と強化します。  

 ライフスタイルショップを中心に、当社の強みである企画・提案力で、一括納入を行うビジネスモデ

ルをさらに強化します。また、中国内販向けビジネスモデルも構築します。  

  

なお、２期連続して営業損失を計上しております自動車・列車・航空機内装材事業につきましては、

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

式会社との3社で設立したＴＢカワシマ株式会社に事業を統合いたします。今後の事業展開としては、3

社それぞれが持つ強みを 大限に活かすことで、  

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ます。  

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

ン性を追求したファブリック開発生産体制を構築します。  

 事業統合は平成22年７月１日を予定しており、必要な手続きが円滑に進むよう、3社間で協力して取

り組んでまいります。  
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,149 2,389

受取手形及び売掛金 12,267 11,960

商品及び製品 6,633 5,011

仕掛品 461 651

原材料及び貯蔵品 599 561

繰延税金資産 1 9

その他 1,906 1,699

貸倒引当金 △134 △56

流動資産合計 23,884 22,225

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,788 3,211

機械装置及び運搬具（純額） 2,194 1,959

土地 9,657 9,192

リース資産（純額） 131 117

建設仮勘定 67 19

その他（純額） 736 694

有形固定資産合計 16,576 15,195

無形固定資産   

リース資産 1,490 1,310

その他 114 114

無形固定資産合計 1,604 1,424

投資その他の資産   

投資有価証券 1,462 1,291

繰延税金資産 41 57

その他 2,031 1,935

貸倒引当金 △54 △106

投資その他の資産合計 3,481 3,178

固定資産合計 21,662 19,798

繰延資産   

社債発行費 18 13

繰延資産合計 18 13

資産合計 45,565 42,037
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,116 13,422

短期借入金 4,984 8,377

1年内償還予定の社債 1,700 1,200

1年内返済予定の長期借入金 1,371 1,786

リース債務 350 387

未払法人税等 82 63

賞与引当金 14 12

関係会社整理損失引当金 4 －

事業構造改善引当金 190 －

その他 3,480 1,308

流動負債合計 26,294 26,557

固定負債   

社債 1,600 400

長期借入金 2,518 1,671

リース債務 1,368 1,141

繰延税金負債 273 201

再評価に係る繰延税金負債 2,078 2,078

退職給付引当金 2,000 2,144

負ののれん 301 245

その他 702 419

固定負債合計 10,843 8,302

負債合計 37,137 34,860

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,277 8,277

資本剰余金 2,254 2,254

利益剰余金 △3,559 △5,094

自己株式 △46 △47

株主資本合計 6,925 5,390

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64 110

繰延ヘッジ損益 △6 △1

土地再評価差額金 2,541 2,541

為替換算調整勘定 △1,003 △796

評価・換算差額等合計 1,595 1,853

少数株主持分 △94 △67

純資産合計 8,427 7,176

負債純資産合計 45,565 42,037
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 73,186 56,336

売上原価 57,991 44,479

売上総利益 15,195 11,856

販売費及び一般管理費 15,805 12,857

営業損失（△） △610 △1,000

営業外収益   

受取利息 16 7

受取配当金 31 13

仕入割引 5 4

負ののれん償却額 122 124

受取技術料 52 27

その他 226 173

営業外収益合計 455 350

営業外費用   

支払利息 349 370

手形売却損 56 28

持分法による投資損失 16 146

為替差損 94 43

その他 136 68

営業外費用合計 653 657

経常損失（△） △808 △1,307

特別利益   

有形固定資産売却益 9 119

投資有価証券売却益 0 5

事業構造改善引当金戻入額 － 72

役員退職慰労引当金戻入額 151 6

関係会社整理損失引当金戻入額 20 4

その他 20 10

特別利益合計 202 219

特別損失   

有形固定資産除却損 36 8

有形固定資産売却損 6 3

減損損失 1,334 98

投資有価証券売却損 0 18

関係会社株式売却損 － 125

投資有価証券評価損 102 18

たな卸資産評価損 409 －

貸倒引当金繰入額 33 51

事業構造改善費用 1,726 －

その他 47 77

特別損失合計 3,697 401
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

税金等調整前当期純損失（△） △4,303 △1,490

法人税、住民税及び事業税 118 21

法人税等調整額 △216 △84

法人税等合計 △97 △62

少数株主利益又は少数株主損失（△） △79 26

当期純損失（△） △4,127 △1,454
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(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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 4,101 2,254

当期変動額   

欠損填補 △1,846 －

当期変動額合計 △1,846 －

当期末残高 2,254 2,254

利益剰余金   

前期末残高 △1,243 △3,559

当期変動額   

当期純損失（△） △4,127 △1,454

自己株式の処分 △1 △0

欠損填補 1,846 －

土地再評価差額金の取崩 △12 －

連結範囲の変動 △9 △79

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 △2,316 △1,534

当期末残高 △3,559 △5,094

自己株式   

前期末残高 △35 △46

当期変動額   

自己株式の取得 △14 △1

自己株式の処分 3 0

当期変動額合計 △11 △1

当期末残高 △46 △47

株主資本合計   

前期末残高 11,100 6,925

当期変動額   

当期純損失（△） △4,127 △1,454

自己株式の取得 △14 △1

自己株式の処分 1 0

欠損填補 － －

土地再評価差額金の取崩 △12 －

連結範囲の変動 △9 △79

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 △4,174 △1,535

当期末残高 6,925 5,390
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 290 64

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △225 45

当期変動額合計 △225 45

当期末残高 64 110

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △30 △6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24 5

当期変動額合計 24 5

当期末残高 △6 △1

土地再評価差額金   

前期末残高 2,528 2,541

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12 －

当期変動額合計 12 －

当期末残高 2,541 2,541

為替換算調整勘定   

前期末残高 101 △1,003

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,105 206

当期変動額合計 △1,105 206

当期末残高 △1,003 △796

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,890 1,595

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,294 257

当期変動額合計 △1,294 257

当期末残高 1,595 1,853

少数株主持分   

前期末残高 97 △94

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △191 26

当期変動額合計 △191 26

当期末残高 △94 △67
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 14,087 8,427

当期変動額   

当期純損失（△） △4,127 △1,454

自己株式の取得 △14 △1

自己株式の処分 1 0

欠損填補 － －

土地再評価差額金の取崩 △12 －

連結範囲の変動 △9 △79

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） △1,485 284

当期変動額合計 △5,660 △1,250

当期末残高 8,427 7,176
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(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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △4,303 △1,490

減価償却費 1,308 1,240

減損損失 1,334 98

退職給付引当金の増減額（△は減少） △591 144

貸倒引当金の増減額（△は減少） 33 △26

受取利息及び受取配当金 △48 △20

支払利息 349 370

為替差損益（△は益） △2 －

投資有価証券売却損益（△は益） △0 138

投資有価証券評価損益（△は益） 102 18

有形固定資産売却損益（△は益） △2 △116

有形固定資産除却損 36 8

事業構造改善費用 1,726 －

売上債権の増減額（△は増加） 6,159 333

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,775 1,491

仕入債務の増減額（△は減少） △6,195 △723

その他 △855 △879

小計 825 589

利息及び配当金の受取額 82 20

利息の支払額 △339 △401

法人税等の支払額 △426 △66

特別退職金の支払額 △81 －

事業構造改善費用の支払額 △28 △1,328

営業活動によるキャッシュ・フロー 32 △1,187

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 △54

定期預金の払戻による収入 19 19

有形固定資産の取得による支出 △514 △206

有形固定資産の売却による収入 26 798

無形固定資産の取得による支出 △28 △18

投資有価証券の取得による支出 △36 △38

投資有価証券の売却による収入 3 39

関係会社株式の売却による収入 － 112

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 －

子会社株式の取得による支出 △98 －

長期貸付けによる支出 △87 △69

長期貸付金の回収による収入 57 47

その他 109 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △627 631
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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） 772 3,384

長期借入れによる収入 2,155 950

長期借入金の返済による支出 △2,148 △1,384

社債の償還による支出 △300 △1,700

自己株式の増減額（△は増加） △12 △1

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △301 △505

財務活動によるキャッシュ・フロー 165 743

現金及び現金同等物に係る換算差額 △364 16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △794 204

現金及び現金同等物の期首残高 2,916 2,098

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △23 －

現金及び現金同等物の期末残高 2,098 2,302
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  該当事項はありません。 

  

 持分法の適用に関する事項 

  ①持分法適用非連結子会社及び関連会社の数   ８社     

    主要な会社の名称  ＴＢカワシマ㈱、上海申達川島織物有限公司、帝京レース㈱   

      平成21年12月22日付で合弁により設立されたＴＢカワシマ㈱(当社持分比率39％）、    

      及び平成22年３月31日付で増資引受けにより新たに株式を取得したRAYVES AUTOMOTIVE 

      TEXTILE COMPANY PRIVATE LIMITED(当社持分比率33.33%)の２社を、持分法適用の範囲 

      に含めております。  

      持分法適用関連会社であった福基織造股份有限公司は、当連結会計年度中にその持分 

      の一部を譲渡したことにより持分比率が低下したため、持分法適用関連会社の範囲か 

      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等の名称 

      聚楽(香港）有限公司、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。 

  

  上記以外は、 近の有価証券報告書(平成21年6月26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）完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事契約に係る収益の計上基準については、従来、全て工事完成基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当連結会計年

度から適用し、当連結会計年度の開始の日以降に着手した請負工事から、進捗部分について成果の

確実性が認められる請負工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、

その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、当連結会計年度の売上高は85百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調整前

当期純損失はいずれも38百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

（２）退職給付引当金の計上基準 

 当連結会計年度から「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その３)（企業会計基準第19号   

 平成20年７月31日)を適用しております。 

  なお、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  

 影響はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

(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】
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１ 金融商品に関する会計基準 

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 平成20年３月10日）及び「金融商品の時価等

の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 平成20年３月10日）を当連結会計年度から

適用しております。 

  

２ 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準 

「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平成20年11月28日)及び

「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第23号 平成20

年11月28日)を当連結会計年度から適用しております。 

  

３ 自動車・列車・航空機内装材事業の吸収分割 

当社は、平成21年12月22日開催の取締役会決議に基づき、トヨタ紡織㈱及び豊田通商㈱との３社間で

輸送機器用内装材事業の統合契約並びにＴＢカワシマ㈱との吸収分割契約を締結し、平成22年３月３日

開催の当社臨時株主総会で承認されました。更に、平成22年３月24日開催の取締役会決議に基づき、当

該輸送機器用内装材事業の統合契約の効力発生の日等を一部変更する旨の覚書を、並びに当該吸収分割

の効力発生日を変更する旨の覚書を、それぞれ関係当事者間で締結しました。これらに従い、次のとお

り当社の自動車・列車・航空機内装材事業をＴＢカワシマ㈱に吸収分割いたします。 

(1)事業分離の概要   

①分離先企業の名称   ＴＢカワシマ株式会社 

②分離する事業の内容  自動車・列車・航空機内装材事業 

③事業分離を行なう主な理由 

当社、トヨタ紡織㈱及び豊田通商㈱の３社それぞれが持つ強みを活かし、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で、現在の輸送機器用内装材事業において激

化する競争に勝ち抜くために３社の事業統合を行う一環として、本事業分離を行うものであり

ます。 

④事業分離の日     平成22年７月１日(予定)  

⑤法的形式を含む取引の内容 

当社を分割会社とし、ＴＢカワシマ㈱を承継会社とする分社型吸収分割であります。  

また、当社は事業分離の日に、ＴＢカワシマ㈱より、同社の普通株式30,709株の割当交付

を受ける予定ですが、このうち6,993株をトヨタ紡織㈱に、4,645株を豊田通商㈱に、いずれも

同日付で譲渡する予定であります。これにより、当社が所有するＴＢカワシマ㈱の株式は

19,110株（持分比率39％）となり、ＴＢカワシマ㈱は引き続き当社の持分法適用関連会社とな

ります。 

  

(2)当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている自動車・列車・航空機内装材事業に係る 

  損益の概算  

    売上高     180億83百万円  

    営業損失     9億 9百万円  

  

【追加情報】
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前連結会計年度（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）

 
  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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1,721百万円、

当連結会計年度1,196百万円であり、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。 

(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 
の事業

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 1,883 359 15 2,261 74 2,335

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 
の事業

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 3,510 33,913 18,083 829 56,336 ― 56,336

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

182 124 28 165 501 （ 501) ―

計 3,693 34,037 18,112 995 56,838 ( 501) 56,336

  営業費用 3,417 33,242 19,022 978 56,659 677 57,337

  営業利益又は営業損失(△) 275 795 △ 909 17 178 （ 1,179) △ 1,000

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失
及び資本的支出

  資産 4,262 16,272 13,130 1,314 34,980 7,056 42,037

  減価償却費 18 645 456 33 1,154 86 1,240

  減損損失 ― 98 ― ― 98 ― 98

  資本的支出 1 205 141 8 357 9 366
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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7,153百万円、当連結会計年

度7,056百万円であり、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 

（工事契約に関する会計基準の適用） 

  【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】に記載のとおり、当連結会

計年度から「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27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、当連結会計年度の身装・美術工芸事業の売上高は85百万円、

営業利益は38百万円いずれも増加しております。 
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前連結会計年度（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） 

 
  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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 

（工事契約に関する会計基準の適用） 

【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】に記載のとおり、当連結会計

  年度から「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す

  る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27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、当連結会計年度の日本の売上は85百万円、営業利益は38百万

  円いずれも増加しております。 

  

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 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

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 50,166 6,170 56,336 ― 56,336

 (2)セグメント間の内部売上高 
   又は振替高

932 1,677 2,609 （ 2,609) ―

計 51,098 7,848 58,946 （ 2,609) 56,336

  営業費用 50,913 7,905 58,819 （ 1,481) 57,337

  営業利益又は営業損失(△) 185 △ 57 127 （ 1,128) △ 1,000

Ⅱ 資産 33,123 6,694 39,817 2,219 42,037
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前連結会計年度(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） 

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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 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

計

Ⅰ 海外売上高 6,212

Ⅱ 連結売上高 56,336

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

11.0
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 （注）算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり当期純損失金額 

  

 
  

  

  該当事項はありません。 

  

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算
書、リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退
職給付、賃貸等不動産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) 

 

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 91円12銭 １株当たり純資産額 77円47銭

１株当たり当期純損失金額 44円10銭 １株当たり当期純損失金額 15円55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、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。

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21年３月31日)
当連結会計年度

(平成22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) 8,427 7,176

普通株式に係る純資産額(百万円) 8,521 7,244

差額の主な内訳(百万円)

 少数株主持分 △94 △67

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) 383 399

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)

93,519 93,503

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失(百万円) 4,127 1,454

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株主に係る当期純損失(百万円) 4,127 1,454

普通株式の期中平均株式数(千株) 93,598 93,510

(重要な後発事象)

(開示の省略）
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 396 795

受取手形 1,891 1,409

売掛金 8,870 8,465

商品及び製品 5,188 4,066

仕掛品 240 407

原材料及び貯蔵品 217 148

前渡金 11 3

前払費用 155 179

未収収益 1 0

未収入金 1,647 1,177

関係会社短期貸付金 617 597

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 31 74

その他 334 484

貸倒引当金 △43 △48

流動資産合計 19,560 17,760

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,229 8,084

減価償却累計額 △7,025 △6,248

建物（純額） 2,204 1,836

構築物 968 938

減価償却累計額 △871 △853

構築物（純額） 96 85

機械及び装置 3,505 3,138

減価償却累計額 △3,291 △2,995

機械及び装置（純額） 214 142

車両運搬具 21 21

減価償却累計額 △19 △20

車両運搬具（純額） 2 1

工具、器具及び備品 2,042 1,845

減価償却累計額 △1,526 △1,352

工具、器具及び備品（純額） 516 493

土地 8,266 8,124

リース資産 152 171

減価償却累計額 △21 △53

リース資産（純額） 131 117

建設仮勘定 2 2

有形固定資産合計 11,433 10,802
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

のれん 138 69

特許権 25 29

借地権 0 0

商標権 0 0

ソフトウエア 20 12

電話加入権 35 35

リース資産 1,490 1,310

その他 6 9

無形固定資産合計 1,716 1,467

投資その他の資産   

投資有価証券 816 1,167

関係会社株式 5,703 2,546

出資金 67 61

関係会社出資金 2,124 2,114

長期貸付金 0 0

従業員に対する長期貸付金 20 46

関係会社長期貸付金 1,103 865

固定化営業債権 1,174 1,256

長期前払費用 168 279

敷金及び保証金 783 675

その他 240 269

貸倒引当金 △433 △586

関係会社投資損失引当金 △2,360 －

投資その他の資産合計 9,410 8,696

固定資産合計 22,560 20,966

繰延資産   

社債発行費 18 13

繰延資産合計 18 13

資産合計 42,139 38,740
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 8,746 7,548

買掛金 3,949 4,142

短期借入金 4,209 7,740

1年内償還予定の社債 1,700 1,200

1年内返済予定の長期借入金 1,261 1,735

リース債務 350 387

未払金 2,045 720

未払消費税等 106 94

未払費用 123 19

未払法人税等 76 55

繰延税金負債 2 0

前受金 78 173

預り金 742 257

事業構造改善引当金 159 －

関係会社整理損失引当金 1 －

設備関係支払手形 50 9

その他 4 8

流動負債合計 23,609 24,094

固定負債   

社債 1,600 400

長期借入金 2,436 1,641

リース債務 1,368 1,141

繰延税金負債 270 201

再評価に係る繰延税金負債 2,078 2,078

退職給付引当金 1,870 2,005

関係会社投資損失引当金 38 13

関係会社債務保証損失引当金 － 22

長期未払金 279 181

その他 21 17

固定負債合計 9,962 7,702

負債合計 33,571 31,797
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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   

資本準備金 2,254 2,254

資本剰余金合計 2,254 2,254

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △4,520 △6,193

利益剰余金合計 △4,520 △6,193

自己株式 △46 △47

株主資本合計 5,964 4,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 67 112

繰延ヘッジ損益 △6 △1

土地再評価差額金 2,541 2,541

評価・換算差額等合計 2,602 2,652

純資産合計 8,567 6,942

負債純資産合計 42,139 38,740
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 55,856 46,500

製品売上高 38,410 31,309

商品売上高 17,445 15,191

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 6,361 4,976

合併による製品受入高 178 －

当期製品製造原価 28,156 22,320

合計 34,695 27,297

製品期末たな卸高 4,976 3,763

製品他勘定振替高 993 454

製品売上原価 28,725 23,079

商品売上原価   

商品期首たな卸高 138 211

合併による商品受入高 28 －

当期商品仕入高 14,517 12,599

合計 14,684 12,810

商品期末たな卸高 211 303

商品他勘定振替高 73 43

商品売上原価 14,399 12,464

売上原価合計 43,125 35,543

売上総利益 12,730 10,957

販売費及び一般管理費 13,641 12,018

販売費 11,082 10,161

一般管理費 2,558 1,856

営業損失（△） △910 △1,061

営業外収益   

受取利息 60 66

受取配当金 579 49

受取賃貸料 270 199

受取技術料 255 92

その他 116 112

営業外収益合計 1,282 520

営業外費用   

支払利息 274 298

社債利息 35 31

手形売却損 52 26

貸与資産減価償却費 154 87

為替差損 73 53

その他 133 87

営業外費用合計 723 585

経常損失（△） △351 △1,126
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

有形固定資産売却益 0 27

投資有価証券売却益 0 5

抱合せ株式消滅差益 878 －

役員退職慰労金戻入額 151 －

関係会社投資損失引当金戻入額 － 25

事業構造改善引当金戻入額 － 69

その他 52 11

特別利益合計 1,084 138

特別損失   

有形固定資産売却損 5 3

有形固定資産除却損 13 4

無形固定資産除却損 1 1

減損損失 1,322 98

投資有価証券売却損 5 18

関係会社株式売却損 － 80

投資有価証券評価損 98 18

関係会社株式評価損 360 255

たな卸資産評価損 384 －

関係会社貸倒引当金繰入額 166 152

関係会社投資損失引当金繰入額 1,591 －

関係会社債務保証損失引当金繰入額 － 22

事業構造改善費用 1,474 －

その他 12 54

特別損失合計 5,437 711

税引前当期純損失（△） △4,704 △1,699

法人税、住民税及び事業税 49 46

法人税等調整額 △247 △73

法人税等合計 △197 △26

当期純損失（△） △4,506 △1,673
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 2,254

当期変動額   

欠損填補 △1,098 －

当期変動額合計 △1,098 －

当期末残高 2,254 2,254

その他資本剰余金   

前期末残高 748 －

当期変動額   

欠損填補 △748 －

当期変動額合計 △748 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 4,101 2,254

当期変動額   

欠損填補 △1,846 －

当期変動額合計 △1,846 －

当期末残高 2,254 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 △1,846 △4,520

当期変動額   

当期純損失（△） △4,506 △1,673

自己株式の処分 △1 △0

欠損填補 1,846 －

土地再評価差額金の取崩 △12 －

当期変動額合計 △2,674 △1,673

当期末残高 △4,520 △6,193

利益剰余金合計   

前期末残高 △1,846 △4,520

当期変動額   

当期純損失（△） △4,506 △1,673

自己株式の処分 △1 △0

欠損填補 1,846 －

土地再評価差額金の取崩 △12 －

当期変動額合計 △2,674 △1,673

当期末残高 △4,520 △6,193
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △35 △46

当期変動額   

自己株式の取得 △14 △1

自己株式の処分 3 0

当期変動額合計 △11 △1

当期末残高 △46 △47

株主資本合計   

前期末残高 10,496 5,964

当期変動額   

当期純損失（△） △4,506 △1,673

自己株式の取得 △14 △1

自己株式の処分 1 0

欠損填補 － －

土地再評価差額金の取崩 △12 －

当期変動額合計 △4,532 △1,674

当期末残高 5,964 4,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 302 67

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △234 44

当期変動額合計 △234 44

当期末残高 67 112

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △30 △6

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24 5

当期変動額合計 24 5

当期末残高 △6 △1

土地再評価差額金   

前期末残高 2,528 2,541

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12 －

当期変動額合計 12 －

当期末残高 2,541 2,541

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,800 2,602

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △197 49

当期変動額合計 △197 49

当期末残高 2,602 2,652
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 13,297 8,567

当期変動額   

当期純損失（△） △4,506 △1,673

自己株式の取得 △14 △1

自己株式の処分 1 0

土地再評価差額金の取崩 △12 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △197 49

当期変動額合計 △4,729 △1,624

当期末残高 8,567 6,942
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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6. その他

 役員の異動（平成22年６月25日予定）

 平成22年３月24日発表のとおりであります。
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