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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 31,087 △22.9 19 ― △404 ― △1,579 ―
22年3月期第3四半期 40,333 △30.4 △1,437 ― △1,665 ― △1,793 ―

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

23年3月期第3四半期 △16.06 ―
22年3月期第3四半期 △19.18 ―

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

23年3月期第3四半期 31,137 8,074 26.2 57.44
22年3月期 42,037 7,176 17.2 77.47

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  8,150百万円 22年3月期  7,244百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

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

（予想）
0.00 0.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 43,500 △22.8 650 ― 300 ― △650 ― △6.95



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」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） 23年3月期3Q 141,903,222株 22年3月期  93,903,222株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  13,120株 22年3月期  399,829株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  98,338,686株 22年3月期3Q 93,512,130株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、海外経済の回復

や政府の経済対策の効果などを背景に企業収益が改善するなど、緩やかながら景気持ち直しの動きが見られました

が、雇用情勢は依然として厳しく、円高の長期化やデフレによる影響などの景気を下押しするリスクを抱え、先行

きは不透明な状態が続いております。 

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

ービスを全力で提供し、提案していく」を基本姿勢として、当連結会計年度よりスタートした中期経営計画の達成

を目指して各々の事業に取り組んでおります。 

当第３四半期連結会計期間には、市場の縮小が続くインテリア業界において、当社の主力事業であるインテリ

アファブリック事業が、ファブリックを中心とした窓回り商品・床材などの内装材に加えて、住宅に関わる総合的

な提案力を強化することにより事業を拡大発展させていくために、住宅に関わる建材・設備商品に強い株式会社住

生活グループと業務資本提携契約を締結しました。 

業務提携については、当社と同社が双方のブランドの独自性を維持しつつ、営業協力や商品開発、生産・物流

などのコスト削減について 大限のシナジー効果を実現することを目的としております。 

資本提携については、業務提携によるシナジー効果を迅速かつ効果的に実現するため、同社に対して第三者割

当増資などを行いました。これにより調達した資金は、全額を有利子負債の返済に充てることで財務基盤の強化を

図ります。 

当社と同社は、相互協力関係を強化することにより、幅広い領域において早期にシナジー効果を発揮し、事業

の拡大発展へと結び付けていくべく具体的な提携内容の協議を進めております。 

また、商品面においては、環境配慮型ファブリック壁装システム「FAB-ACE（ファブエース）」及びタイルカー

ペット2種「カラーバンク カスリ/ナギ」「カラーバンク サキソニー」がグッドデザイン賞を受賞しました。こ

れにより当社は3年連続での受賞となりました。 

当第３四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、前年同期比92億45百万円（22.9％）減収の

310億87百万円となりました。平成22年7月1日付で自動車・列車・航空機内装材事業の事業分離（その後株式の一

部を譲渡）を行ったことにより、同事業の第２四半期及び第３四半期連結会計期間の売上高が連結対象から外れた

こと（同事業の前年第２四半期及び第３四半期連結会計期間の売上高は95億35百万円）が主な要因ですが、身装・

美術工芸事業及びインテリアファブリック事業においても、消費低迷や市場縮小による影響などから前年同期比で

はそれぞれ5％程度の減収となりました。 

損益については、身装・美術工芸事業及びインテリアファブリック事業が原価低減・在庫圧縮・経費削減など

の合理化策の効果により減収ながら増益となったことに加え、赤字基調が続いていた自動車・列車・航空機内装材

事業を期中に分離したことなどから大幅に改善し、営業利益は19百万円（前年同期は14億37百万円の営業損失）、

経常損失は4億4百万円（同16億65百万円の経常損失）となりました。四半期純損益については、第２四半期連結会

計期間に自動車・列車・航空機内装材事業の事業分離及び株式の一部を譲渡したことに伴い、関係会社株式売却損

4億19百万円及び持分変動損失5億34百万円を計上したことなどから15億79百万円の四半期純損失（同17億93百万円

の四半期純損失）となりました。 

  

 セグメント別の状況は次のとおりです。 

(身装・美術工芸事業） 

当事業においては、緞帳や祭礼幕などを取り扱う美術工芸部門が提案営業の推進により売上を伸ばしました。

帯を中心とした呉服部門では、商品構成の幅を広げ新しい顧客の獲得を目指すべく、新たに開発したボリュームゾ

ーン向け商品の販売に注力したほか、製造開発部門では子会社との連携を深めることで、一層のコスト削減と商品

開発力の強化に努めました。和装品の販売を行う子会社においては、不採算店舗の整理を進めることにより収益改

善を図りました。 

この結果、当事業の売上高は23億71百万円、セグメント利益は2億21百万円となりました。 
  
(インテリアファブリック事業） 

当事業においては、より効率的な事業運営を目指すために本部制を導入し、各本部に権限と責任を付与するこ

とで事業戦略決定や商品開発のスピードアップを図りました。また、多様なお客様のニーズにマッチした、より的

確でハイレベルな空間提案を目指してショールームを拡充したことに加え、平成22年10月1日に発売した新オーダ

ーカーテンシリーズ「Premier（プルミエ）」などの環境性能とデザイン性を兼ね備えた自社開発商品の販売を強

化するなど、売上の拡大に向けた取り組みを進めてまいりました。 

この結果、当事業の売上高は231億95百万円、セグメント利益は8億45百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

㈱川島織物セルコン（3009） 平成23年3月期 第3四半期決算短信



(自動車・列車・航空機内装材事業） 

 平成22年７月１日付で当事業を事業分離(吸収分割)したことにより、第２四半期連結会計期間以降は連結対象か

ら除外しております。 

 当事業の第１四半期連結会計期間の経営成績は、世界的な自動車の販売促進政策や中国を中心としたアジア市場

の成長などにより、国内外の各拠点ともに受注が回復したものの黒字回復までには至らず、売上高は50億35百万

円、セグメント損失は2億19百万円でありました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、第２四半期連結会計期間において実施した自動車・列車・航空機内装

材事業の事業分割（その後株式の一部を譲渡）などにより、前連結会計年度末に比べ108億99百万円減少し、311億

37百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、上記の要因などにより、前連結会計年度末に比べ117億97百万円減少

し、230億63百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純損失を計上しましたが、第三者割当増資及び自己株式の処分

を実施したことなどにより、前連結会計年度末に比べ8億97百万円増加し、80億74百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年10月１日付の「連結業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表しました連結業績予想に変更はありま

せん。  
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１.一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四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.棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

３.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期間按分する方法によっております。 

４.法人税率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。 

５.工事原価総額の算定方法 

 工事原価総額の算定に当たり、当第３四半期連結会計期間末における工事原価総額が、第２四半期連結会計

期間末に見積もった工事原価総額から著しく変動しているものと認められる工事契約を除き、第２四半期連結

会計期間末の見積もった工事原価総額を、当第３四半期連結会計期間末における工事原価総額の見積額とする

方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１.資産除去債務に関する会計基準の適用    

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31

日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

  これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は0百万円減少し、経常損失は1百万円、税金等調整前四

半期純損失は17百万円、いずれも増加しております。 

２.「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

 これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

３.企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日)、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会

計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）及び「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」（企業会計基準適用指針第10

号 平成20年12月26日）を適用しております。   

  

２．その他の情報

㈱川島織物セルコン（3009） 平成23年3月期 第3四半期決算短信



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,609 2,389

受取手形及び売掛金 6,071 11,960

商品及び製品 4,198 5,011

仕掛品 142 651

原材料及び貯蔵品 144 561

その他 756 1,708

貸倒引当金 △29 △56

流動資産合計 14,894 22,225

固定資産   

有形固定資産   

土地 8,222 9,192

その他（純額） 2,680 6,002

有形固定資産合計 10,903 15,195

無形固定資産 1,248 1,424

投資その他の資産   

投資有価証券 2,847 1,291

その他 1,317 1,993

貸倒引当金 △83 △106

投資その他の資産合計 4,081 3,178

固定資産合計 16,233 19,798

繰延資産 9 13

資産合計 31,137 42,037

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,367 13,422

短期借入金 6,673 8,377

1年内償還予定の社債 200 1,200

1年内返済予定の長期借入金 1,172 1,786

未払法人税等 68 63

賞与引当金 52 12

その他 1,336 1,695

流動負債合計 16,871 26,557
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

固定負債   

社債 300 400

長期借入金 1,111 1,671

リース債務 852 1,141

繰延税金負債 140 201

再評価に係る繰延税金負債 2,077 2,078

退職給付引当金 1,542 2,144

負ののれん － 245

その他 168 419

固定負債合計 6,192 8,302

負債合計 23,063 34,860

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,381 8,277

資本剰余金 3,329 2,254

利益剰余金 △6,913 △5,094

自己株式 △1 △47

株主資本合計 5,795 5,390

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 119 110

繰延ヘッジ損益 △4 △1

土地再評価差額金 2,540 2,541

為替換算調整勘定 △299 △796

評価・換算差額等合計 2,354 1,853

少数株主持分 △76 △67

純資産合計 8,074 7,176

負債純資産合計 31,137 42,037
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 40,333 31,087

売上原価 31,972 22,954

売上総利益 8,360 8,132

販売費及び一般管理費 9,798 8,113

営業利益又は営業損失（△） △1,437 19

営業外収益   

受取利息 5 2

受取配当金 12 18

負ののれん償却額 93 31

その他 150 87

営業外収益合計 261 139

営業外費用   

支払利息 284 220

持分法による投資損失 81 176

為替差損 52 55

その他 70 111

営業外費用合計 489 564

経常損失（△） △1,665 △404

特別利益   

固定資産売却益 119 11

貸倒引当金戻入額 － 24

事業構造改善引当金戻入額 29 －

退職給付引当金戻入額 － 8

その他 26 0

特別利益合計 175 44

特別損失   

固定資産除却損 7 26

固定資産売却損 2 0

減損損失 98 92

関係会社株式売却損 125 419

投資有価証券評価損 28 22

持分変動損失 － 534

アドバイザリー関係費用 － 73

その他 55 50

特別損失合計 317 1,217

税金等調整前四半期純損失（△） △1,807 △1,577

法人税、住民税及び事業税 49 66

法人税等調整額 △45 △55

法人税等合計 4 10

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △1,588

少数株主損失（△） △18 △9

四半期純損失（△） △1,793 △1,579
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 14,381 8,837

売上原価 11,174 6,130

売上総利益 3,207 2,706

販売費及び一般管理費 3,188 2,551

営業利益 18 155

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 3 4

負ののれん償却額 31 －

為替差益 14 －

その他 41 21

営業外収益合計 92 25

営業外費用   

支払利息 91 66

持分法による投資損失 13 60

為替差損 － 1

その他 21 35

営業外費用合計 126 164

経常利益又は経常損失（△） △15 16

特別利益   

固定資産売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 － 24

退職給付引当金戻入額 － 1

その他 0 0

特別利益合計 0 26

特別損失   

固定資産除却損 0 0

固定資産売却損 2 －

減損損失 96 9

投資有価証券評価損 14 △3

アドバイザリー関係費用 － 73

その他 5 33

特別損失合計 119 113

税金等調整前四半期純損失（△） △135 △70

法人税、住民税及び事業税 23 13

法人税等調整額 △60 △0

法人税等合計 △37 13

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △84

少数株主損失（△） △6 △2

四半期純損失（△） △92 △82
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該当事項はありません。 

   

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月1日 至 平成21年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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、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)その他の事業・・・・・・・・・・・・不動産事業等  

  

（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 850 8,338 5,039 152 14,381 ― 14,381

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
49 33 23 38 144 （144） ―

計 899 8,371 5,063 191 14,525 （144） 14,381

営業利益又は営業損失(△) 63 203 21 △4 283 （264） 18

  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 2,486 24,473 12,822 550 40,333 ― 40,333

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
106 85 27 118 338 （338） ―

計 2,593 24,559 12,850 668 40,671 （338） 40,333

営業利益又は営業損失(△) 143 210 △838 △8 △493 （944） △1,437
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〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するため、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループは、製品別の事業部制を採用しており、各事業部は、取り扱う製品について国内及び海外の包括的

な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社グループは事業部を基礎とした製品別のセグメントから構成されており、「身装・美術工芸事業」

及び「インテリアファブリック事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「身装・美術工芸事業」は帯地・打掛・緞帳・壁掛・美術工芸織物等の製造及び販売を行っております。「イン

テリアファブリック事業」はカーテン・カーペット・壁装材・その他インテリア小物等の製造及び販売並びに室内

装飾織物工事の請負等を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年4月１日 至 平成22年12月31日） 

                                             （単位：百万円） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月1日 至 平成22年12月31日） 

                                     （単位：百万円） 

 (注)「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントで、不動産事業等であります。 

  

  報告セグメント 

その他(注) 合計 
  

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 
計 

売上高 

外部顧客への売上高 2,371 23,195 5,035 30,601 486 31,087

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
125 77 1 205 100 305

計 2,496 23,273 5,036 30,806 586 31,393

セグメント利益 

又は損失（△） 
221 845 △219 846 △63 783

  報告セグメント 

その他(注) 合計 
  

身装・美術工芸 
事業 

インテリア

ファブリック 
事業 

計 

売上高 

外部顧客への売上高 782 7,904 8,686 150 8,837 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
46 25 71 39 110 

計 828 7,929 8,758 190 8,948 

セグメント利益 

又は損失（△） 
81 357 438 △38 400 
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３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 

 （差異調整に関する事項） 

                                    （単位：百万円） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない経営企画部等管理部門に係る費用であります。 

  

４．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月1日 至 平成22年12月31日） 

    当社グループは、従来、身装・美術工芸事業、インテリアファブリック事業及び自動車・列車・航空機内装材事

業の３つを報告セグメントとしておりましたが、第２四半期連結会計期間より、身装・美術工芸事業及びインテ

リアファブリック事業の２つに変更しております。 

 この変更は、平成22年７月１日付で、自動車・列車・航空機内装材事業をＴＢカワシマ㈱に事業分離(吸収分

割）し、同日付で同社株式の一部を譲渡したことによるものであります。 

  

５．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日）  

 「身装・美術工芸事業」において、㈱和ぎゃらりいは営業活動から生じる損益の継続的なマイナスのため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額しております。 

 なお、減損損失の計上額は、当第３四半期連結会計期間において9百万円であります。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年３月

27日)及び「セグメント情報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20号 平成20年３月21

日）を適用しております。 

   

利益 当第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結会計期間 

報告セグメント計 846 438 

「その他」の区分の利益 △63 △38 

セグメント間取引消去 6 1 

全社費用（注） △770 △238 

貸倒引当金の調整額 － △8 

四半期連結損益計算書上の営業利益 19 155 
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（百万円）

※１ 第３四半期連結会計期間において、株式会社住生活グループを引き受け先とする第三者割当による新株発行

及び自己株式処分に伴い、資本金が1,104百万円、資本準備金が1,074百万円それぞれ増加し、自己株式が47

百万円減少しております。 

※２ 第２四半期連結会計期間において、当社の自動車・列車・航空機内装材事業をＴＢカワシマ株式会社（持分

法適用関連会社）に事業分離(吸収分割)し、同日付で同社株式の一部を譲渡したことに伴う、連結範囲の変

更及び持分法の適用範囲の変更により利益剰余金が減少しております。 

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 8,277 2,254 △5,094 △47 5,390 

当第３四半期連結会計期間末までの

変動額 
          

四半期純損失（△）     △1,579   △1,579 

新株の発行 ※１ 1,104 1,104     2,208 

自己株式の取得       △0 △0 

自己株式の処分 ※１   △29 △0 47 18 

連結範囲の変動 ※２     △196   △196 

持分法の適用範囲の変動 ※２     △44   △44 

当第３四半期連結会計期間末までの

変動額合計 
1,104 1,074 △1,819 46 405 

当第３四半期連結会計期間末残高 9,381 3,329 △6,913 △1 5,795 
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