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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 40,841 △27.5 433 ― △149 ― △1,372 ―
22年3月期 56,336 △23.0 △1,000 ― △1,307 ― △1,454 ―

（注）包括利益 23年3月期 △943百万円 （―％） 22年3月期 △1,169百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 △12.67 ― ― ― 1.1
22年3月期 △15.55 ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  △257百万円 22年3月期  △146百万円

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

23年3月期 28,829 8,218 28.8 58.51
22年3月期 42,037 7,176 17.2 77.47

（参考） 自己資本   23年3月期  8,302百万円 22年3月期  7,244百万円

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

23年3月期 575 155 △2,072 969
22年3月期 △1,225 631 781 2,302

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 14,600 △34.4 △500 ― △900 ― △900 ― △6.34
通期 34,300 △16.0 650 49.9 100 ― 100 ― 0.70



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） ： 有  

(注)詳細は、添付資料P.18「連結財務諸表作成のための基本となる事項の重要な変更」をご覧ください。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(注)詳細は、添付資料P.18「連結財務諸表作成のための基本となる事項の重要な変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 2社 （社名）
川島織物（上海）有限公司、KAWASHIM
A TEXTILE USA,INC.

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 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 14,866 株 22年3月期 399,829 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 108,388,801 株 22年3月期 93,510,471 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 36,690 △21.1 209 ― △10 ― △480 ―
22年3月期 46,500 △16.8 △1,061 ― △1,126 ― △1,673 ―

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

23年3月期 △4.44 ―
22年3月期 △17.89 ―

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 28,998 8,685 30.0 61.22
22年3月期 38,740 6,942 17.9 74.25

（参考） 自己資本 23年3月期  8,685百万円 22年3月期  6,942百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は
終了しておりません。 

※ 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の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、（添
付資料）3ページ「1．経営成績 （1）経営成績に関する分析 3 次期の見通し」をご覧ください。 
 決算説明会は、アナリスト向けに開催の予定ですが、現時点では日時、場所等の詳細は未定です。 
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(1）経営成績に関する分析 

①全般的な営業の状況 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、厳しい雇用情勢や円高、デフレなどの影響を受けながらも、政府の景

気対策や新興国向け輸出の回復などにより、緩やかながら景気回復に向けた動きが見られました。しかしなが

ら、３月11日に東北・関東地方を襲った東日本大震災により日本経済は混乱、減速し、世界のサプライチェーン

も寸断されました。 

 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。 

自動車・列車・航空機内装材事業は、グローバル展開や商品開発力を強化するとともに、更なる効率化をすす

め、激化する競争を勝ち抜くために、平成22年７月にトヨタ紡織株式会社、豊田通商株式会社と共同で設立した

TBカワシマ株式会社へ事業を統合させる会社分割(以下、自動車・列車・航空機内装材事業の分割）を行いまし

た。 

また11月には、主力のインテリアファブリック事業の拡大発展のために、ファブリックを中心とした内装材に

加え、住宅に関わる総合的な提案力を強化すべく、総合住宅設備メーカーである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。業務提携においては、お互いの強みを活かして総合的な提案力を強化するととも

に、生産・物流などのコスト削減、営業や商品開発における相互協力を通して 大限のシナジー効果を早期に生

み出すことを目指し、具体的な施策の検討と準備を進めてまいりました。資本提携については、安定した財務基

盤を構築して業務運営を行うため、同社に対して第三者割当増資を行い、調達した資金は全額を有利子負債の返

済に充てました。 

その他、環境経営に注力し、５月には環境省よりインテリア・繊維業界初の「エコ・ファースト」企業へ認定

を受け、10月には全商品リサイクル対応のオーダーカーテンシリーズ「プルミエ」を発売、11月には環境配慮型

の商材（ファブリック壁装「FAB-ACE」、タイルカーペット「カラーバンク」）がグッドデザイン賞を受賞しまし

た。尚、グッドデザイン賞は3年連続の受賞となります。 

当連結会計年度における当社グループの連結売上高は、前年同期比154億95百万円（27.5％）減収の408億41百

万円となりました。主な要因は、平成22年７月1日付で自動車・列車・航空機内装材事業の分割を行ったことによ

り、同事業の同日以降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～第4四半期連結会計期間の

売上高は147億95百万円）、並びに身装・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、消費低迷や市

場縮小による影響などから前年を下回る水準となったことに加え、例年需要が高まる年度末に震災の影響を受け

たことから、前年比では減収となりました。 

 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増益となり、また赤字基調が続いていた自動車・列車・航空機内装材事業の分離を行っ

たことなどから大幅に改善し、営業利益は4億33百万円（前年同期は10億円の営業損失）、経常損失は1億49百万

円（同13億7百万円の経常損失）となりました。当期純損益については、上記のとおり自動車・列車・航空機内装

材事業の分割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13億72百万円の純損失（同14億54百万円の純損失）となりました。 
  
②報告セグメント別の営業の状況 

（身装・美術工芸事業） 

緞帳や祭礼幕などを取り扱う美術工芸部門は、注力してきた提案営業が軌道にのり、売上を伸ばしました。ま

た帯を中心とした呉服部門では、商品開発力の強化に努め、新しい顧客の獲得を目指し子会社と連携のもと、お

求め安い価格帯の高級帯の商品化に成功し、販売に力を入れたほか、一層のコスト削減の推進や、和装品の販売

子会社で不採算店舗の整理を進めるなど収益改善を図りました。 

この結果、当事業の売上高は31億66百万円、セグメント利益は3億12百万円となりました。 

（インテリアファブリック事業） 

営業情報の分析と提案営業の推進を軸に、自社製品の積極的販売に注力するとともに、全社的な原価低減活動

に取組み、利益率の改善に努めました。商品開発では、環境商材や低価格な高品質商品の開発などを強化し、環

境配慮型オーダーカーテンシリーズ「プルミエ」の発売、タイルカーペット「カラーバンク」シリーズの増強、

リサイクル商材の拡充などを進めました。また、お客様のニーズにあった親しみやすいショールームの整備を進

め、東京ショールームを移転、展示の商材ラインナップを充実させ首都圏 大級規模に拡張したほか、福岡ショ

ールームを利便性の良い地域に移転、さいたまにショールームを新設するなど、販売促進の強化に努めてまいり

ました。 

この結果、当事業の売上高は319億23百万円、セグメント利益は14億68百万円となりました。 

１．経営成績
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（自動車・列車・航空機内装材事業） 

当事業は、平成22年７月1日付で事業分割し、同日以降は連結の範囲から除外したため、当連結会計年度におけ

る営業期間は第１四半期の３ヶ月間のみであります。 

当事業の当該期間における経営成績は、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。 
   

③次期の見通し 

わが国経済の今後の見通しについては、東日本大震災及びそれに伴う福島第一原子力発電所の事故などが、生

活・企業活動に重大な影響を与え、その復興にはかなりの期間を要するものと予想されます。また個人消費の減

速にも歯止めがかからず、景気の先行きは極めて不透明な状況にあります。 

この様な環境下、当社グループは、株式会社住生活グループとのシナジー効果の早期創出に向け、お互いの販

路を活かした商品の相互販売やコントラクトマーケットにおける情報共有・協同営業、リフォーム市場向け製品

開発の強化などを実現してまいります。 

また物流網の乱れや原材料高、消費マインドの落ち込みなど震災の影響を 小限に留めるべく、これまでに引

き続き事業構造の見直し、一層の原価低減や品質改善などに取り組み、基礎収益力の向上を図るとともに、当社

の強みであるデザイン力・技術力を活かした商品開発に積極的に取り組み、市場ニーズの変化にスピーディーに

対応してまいります。 

これらの状況を鑑み、平成23年度（平成24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      34,300百万円 （前期比  84.0%） 

   営業利益       650百万円 （前期比 149.9%) 

   経常利益       100百万円 （前期比   ―%） 

   当期純利益      100百万円 （前期比   ―%） 
  
※売上高減少の要因は、平成22年７月1日に分割・統合した自動車・列車・航空機内装材事業の売上高（平成23年

  ３月期第１四半期連結会計期間の同事業の売上高 50億35百万円）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。 
  
(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の各資産、各負債及び純資産の額並びに前連結会計年度末との比較は次のとおりであります。 

                                     （単位：百万円） 

  
 当連結会計年度末の投資その他の資産を除く各資産及び各負債の額が、前連結会計年度末に比べいずれも減少して

おりますのは、主に自動車・列車・航空機内装材事業を吸収分割により事業分離したことによるものであり、投資そ

の他の資産の増加は、主に当該事業分離に係る関連会社株式の取得によるものであります。  

 当連結会計年度末の純資産の額が、前連結会計年度末に比べ増加しておりますのは、主に第三者割当増資及び自己

株式の処分によるものであります。  

  
当連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

前連結会計年度 

（平成22年３月31日） 
増減(△）額 

 流動資産  13,104  22,225  △9,120

 有形固定資産  10,832  15,195  △4,362

 無形固定資産  1,139  1,424  △285

 投資その他の資産  3,752  3,178  573

 資産合計  28,829  42,037  △13,208

 流動負債  15,783  26,557  △10,773

 固定負債  4,826  8,302  △3,475

 負債合計  20,610  34,860  △14,249

 純資産  8,218  7,176  1,041
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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収入5億75百万円、投資活動による資金の収入1

億55百万円、財務活動による資金の支出20億72百万円などにより、前連結会計年度末に比べ13億33百万円減少し、9

億69百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度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13億72百万円を計上しまし

たが、営業利益は4億33百万円と前期に比べ大幅に改善したため、5億75百万円の収入(前期比18億1百万円の収入

の増加）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却などにより、1億55百万円の収入

(前期4億76百万円の収入の減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、第三者割当増資を実施しましたが、当該増資資金で

借入金を返済しましたため、20億72百万円の支出(前期比28億53百万円の支出の増加）となりました。  

  

（参考）キャシュ・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：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払っている全ての負債を対象として

    います。   

  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  平成23年３月期 

自己資本比率 22.1％ 24.2％ 18.7％ 17.2％ 28.8％

時価ベースの自己資

本比率 
 33.1％ 13.6％ 15.0％ 17.1％ 32.0％

キャッシュ・フロー

対有利子負債 
 ― 12.3年 ― ― 14.0年

インタレスト・カバ

レッジレシオ 
 ― 2.4倍 0.1倍 ― 2.07倍
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当社グループは、当社、連結子会社9社、持分法適用非連結子会社及び関連会社4社により構成されています。当社

グループのセグメントと当該セグメントに係る主要な製品は次のとおりです。 

  

  

企業集団等について、各セグメントに属する主要な会社及び事業系統図を示すと次のとおりです。 

 
   

２．企業集団の状況

  

  

  

  

セ グ メ ン ト の 名 称

  

  

主 要 製 品 等 

  

  
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 

  
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 

  
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、織物技術指導等 
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(1）会社の経営の基本方針 

 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。 
  

（2）目標とする経営指標 

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 
  

（3）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

 当社グループは当連結会計年度よりスタートしました中期経営計画（平成23年3月期～平成25年3月期）の達成

を目指し、各々の事業に取り組んでまいりましたが、平成22年11月に株式会社住生活グループと業務資本提携契

約を締結したことを機に、シナジー効果の早期創出や事業領域の拡大を図り、新たな成長戦略を描くために、現

行の中期経営計画で掲げておりました事業別の諸施策を見直すことといたしました。なお、基本姿勢、4つの基

本方針、並びに基本戦略については、当初のものから変更はございません。 

〔基本姿勢〕 

 川島織物セルコングループは、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・サービスを全力

で提案し、提供してまいります。 

〔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。 

〔基本戦略〕 

 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構築し、早期に売上高経常利益率

5％を達成します。 

３．経営方針
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〔事業別の諸施策〕 

(身装・美術工芸事業) 

① 美術工芸部門の事業領域拡大（特殊美術織物事業の確立） 

・ 織物文化館・川島美術織物研究所との連携を深め、当社が培った 高の織物技術・デザイン力を駆使した提

案を行うことにより、芸術性の高い美術工芸織物製品や復元・修理、レプリカ製作等の受注獲得を目指しま

す。 

・ 記念品や小物の開発・販売を強化し、受注獲得を目指します。  

② 呉服部門の事業領域拡大 

・ 呉服市場の縮小トレンドが続く中、「和ぎゃらりい」や「おび冉」などの和装ショップ運営に引き続き注力

することにより、安定的な売場の確保に努めます。 

・ 高級の帯にとどまらず、よりお求め安い価格帯の商品群を拡充することで商品ラインナップの幅を広げ、

新しい顧客の開拓を目指します。  

③ デザイナー・技術者の養成 

・ 市場環境や消費者ニーズの変化に合わせたフレキシブルな開発生産体制の構築に取り組みます。 

・ デザイン・織物設計・染色・製織等の技術レベルを一層高め、商品の差別化を図ります。 

④ 海外事業の基盤づくり 

・ 海外市場開拓に向けた組織・人材基盤を構築し、ビジネスモデルの確立を目指します。 

（インテリアファブリック事業） 

① 住生活グループとのシナジー効果の追求 

・ ホテル・商業施設・官公庁・法人等のコントラクトマーケットにおいて、情報共有や協働営業を実践しま

す。 

・ 住生活グループの流通・小売ルートへの当社商品の拡販や同社商品の当社ルートでの拡販など、お互いの販

路を活かした商品のクロスセルを推進します。 

・ シナジーの 大化に向け、ショールーム・受発注システム・代理店網・共同開発体制などのインフラ整備に

取り組みます。  

② リフォーム向け商品開発の強化 

・ ホームマーケット向けの床材・壁装材を開発します。 

・ 住生活グループとの連携を深めることにより、同社の持つ異素材技術と当社のファブリック技術を組み合わ

せた新規商品やＯＥＭ商品の開発に取り組みます。  

③ 基礎収益力の更なる向上 

・ 品質改善や原価低減に継続して取り組みます。 

・ 利益率の高い自社開発商品の販売を強化します。 

・ 環境の変化に適合した事業構造への変革を実行します。 

④ アジア事業の基盤づくり 

・ アジア市場開拓に向けた組織・人材基盤を構築し、ビジネスモデルの確立を目指します。     

  

㈱川島織物セルコン（3009）平成23年3月期　決算短信



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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,389 969

受取手形及び売掛金 11,960 7,131

商品及び製品 5,011 3,861

仕掛品 651 163

原材料及び貯蔵品 561 105

繰延税金資産 9 －

その他 1,699 918

貸倒引当金 △56 △45

流動資産合計 22,225 13,104

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,211 1,849

機械装置及び運搬具（純額） 1,959 120

土地 9,192 8,222

リース資産（純額） 117 83

建設仮勘定 19 －

その他（純額） 694 556

有形固定資産合計 15,195 10,832

無形固定資産   

リース資産 1,310 978

その他 114 160

無形固定資産合計 1,424 1,139

投資その他の資産   

投資有価証券 1,291 2,730

繰延税金資産 57 －

その他 1,935 1,098

貸倒引当金 △106 △76

投資その他の資産合計 3,178 3,752

固定資産合計 19,798 15,724

繰延資産   

社債発行費 13 －

繰延資産合計 13 －

資産合計 42,037 28,829
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,422 7,435

短期借入金 8,377 4,585

1年内償還予定の社債 1,200 400

1年内返済予定の長期借入金 1,786 1,898

リース債務 387 396

未払法人税等 63 68

賞与引当金 12 82

その他 1,308 915

流動負債合計 26,557 15,783

固定負債   

社債 400 －

長期借入金 1,671 22

リース債務 1,141 752

繰延税金負債 201 145

再評価に係る繰延税金負債 2,078 2,077

退職給付引当金 2,144 1,553

負ののれん 245 －

その他 419 276

固定負債合計 8,302 4,826

負債合計 34,860 20,610

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,277 9,381

資本剰余金 2,254 3,329

利益剰余金 △5,094 △6,707

自己株式 △47 △1

株主資本合計 5,390 6,002

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 110 109

繰延ヘッジ損益 △1 1

土地再評価差額金 2,541 2,540

為替換算調整勘定 △796 △350

その他の包括利益累計額合計 1,853 2,300

少数株主持分 △67 △84

純資産合計 7,176 8,218

負債純資産合計 42,037 28,829
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 56,336 40,841

売上原価 44,479 29,847

売上総利益 11,856 10,994

販売費及び一般管理費   

従業員給料及び手当 4,798 3,962

荷造運搬費 1,000 760

賃借料 1,149 940

減価償却費 620 587

貸倒引当金繰入額 52 20

賞与引当金繰入額 6 68

退職給付費用 321 148

その他 4,909 4,072

販売費及び一般管理費合計 12,857 10,560

営業利益又は営業損失（△） △1,000 433

営業外収益   

受取利息 7 3

受取配当金 13 19

仕入割引 4 －

負ののれん償却額 124 31

受取技術料 27 －

その他 173 99

営業外収益合計 350 153

営業外費用   

支払利息 370 278

手形売却損 28 18

持分法による投資損失 146 257

為替差損 43 54

その他 68 127

営業外費用合計 657 736

経常損失（△） △1,307 △149

特別利益   

有形固定資産売却益 119 11

投資有価証券売却益 5 －

貸倒引当金戻入額 － 19

事業構造改善引当金戻入額 72 －

退職給付引当金戻入額 － 7

関係会社整理損失引当金戻入額 4 －

その他 17 0

特別利益合計 219 38
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別損失   

有形固定資産除却損 8 33

有形固定資産売却損 3 0

減損損失 98 92

投資有価証券売却損 18 －

関係会社株式売却損 125 419

投資有価証券評価損 18 11

持分変動損失 － 534

アドバイザリー関係費用 － 73

貸倒引当金繰入額 51 －

その他 77 97

特別損失合計 401 1,261

税金等調整前当期純損失（△） △1,490 △1,372

法人税、住民税及び事業税 21 72

法人税等調整額 △84 △55

法人税等合計 △62 17

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △1,389

少数株主利益又は少数株主損失（△） 26 △16

当期純損失（△） △1,454 △1,372
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △1,389

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △1

繰延ヘッジ損益 － 2

為替換算調整勘定 － 562

持分法適用会社に対する持分相当額 － △116

土地再評価差額金 － △1

その他の包括利益合計 － 446

包括利益 － △943

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △926

少数株主に係る包括利益 － △16
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,277 8,277

当期変動額   

新株の発行 － 1,104

当期変動額合計 － 1,104

当期末残高 8,277 9,381

資本剰余金   

前期末残高 2,254 2,254

当期変動額   

新株の発行 － 1,104

自己株式の処分 － △29

当期変動額合計 － 1,074

当期末残高 2,254 3,329

利益剰余金   

前期末残高 △3,559 △5,094

当期変動額   

当期純損失（△） △1,454 △1,372

自己株式の処分 △0 △0

連結範囲の変動 △79 △196

持分法の適用範囲の変動 － △44

当期変動額合計 △1,534 △1,613

当期末残高 △5,094 △6,707

自己株式   

前期末残高 △46 △47

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 47

当期変動額合計 △1 46

当期末残高 △47 △1

株主資本合計   

前期末残高 6,925 5,390

当期変動額   

新株の発行 － 2,208

当期純損失（△） △1,454 △1,372

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 18

連結範囲の変動 △79 △196

持分法の適用範囲の変動 － △44

当期変動額合計 △1,535 612

当期末残高 5,390 6,002
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 64 110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 45 △1

当期変動額合計 45 △1

当期末残高 110 109

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △6 △1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 2

当期変動額合計 5 2

当期末残高 △1 1

土地再評価差額金   

前期末残高 2,541 2,541

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △1

当期変動額合計 － △1

当期末残高 2,541 2,540

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,003 △796

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 206 446

当期変動額合計 206 446

当期末残高 △796 △350

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 1,595 1,853

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 257 446

当期変動額合計 257 446

当期末残高 1,853 2,300

少数株主持分   

前期末残高 △94 △67

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26 △16

当期変動額合計 26 △16

当期末残高 △67 △84
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 8,427 7,176

当期変動額   

新株の発行 － 2,208

当期純損失（△） △1,454 △1,372

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 18

連結範囲の変動 △79 △196

持分法の適用範囲の変動 － △44

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 284 429

当期変動額合計 △1,250 1,041

当期末残高 7,176 8,218
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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（△） △1,490 △1,372

減価償却費 1,240 849

減損損失 98 92

有形固定資産除却損 8 33

有形固定資産売却損益（△は益） △116 △11

投資有価証券売却損益（△は益） 138 419

投資有価証券評価損益（△は益） 18 11

持分変動損益（△は益） － 534

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 144 11

受取利息及び受取配当金 △20 △22

支払利息 370 278

売上債権の増減額（△は増加） 333 834

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,491 127

仕入債務の増減額（△は減少） △723 △1,324

その他 △917 396

小計 550 853

利息及び配当金の受取額 20 22

利息の支払額 △401 △248

法人税等の支払額 △66 △51

事業構造改善費用の支払額 △1,328 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,225 575

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 △54 －

定期預金の払戻による収入 19 17

有形固定資産の取得による支出 △206 △130

有形固定資産の売却による収入 798 270

無形固定資産の取得による支出 △18 △112

投資有価証券の取得による支出 △38 △24

投資有価証券の売却による収入 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関係会社株式の売却によ
る収入

－ 133

長期貸付けによる支出 △69 △37

長期貸付金の回収による収入 47 34

その他 2 3

投資活動によるキャッシュ・フロー 631 155
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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） 3,384 △1,307

長期借入れによる収入 950 467

長期借入金の返済による支出 △1,384 △1,970

社債の償還による支出 △1,700 △1,200

株式の発行による収入 － 2,182

自己株式の増減額（△は増加） △1 17

セール・アンド・リースバックによる収入 － 157

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △467 △419

財務活動によるキャッシュ・フロー 781 △2,072

現金及び現金同等物に係る換算差額 16 7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 204 △1,333

現金及び現金同等物の期首残高 2,098 2,302

現金及び現金同等物の期末残高 2,302 969
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該当事項はありません。  

    

(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の変更

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．連結範囲の変更 

 平成22年７月１日付で、当社の自動車・列車・航空機内装材事業をTBカワシマ㈱（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)したことに伴い、同事業を営んでおります次の６社の当社

保有株式及び持分を全て同日付で同社に譲渡したため、同日以降連結の範囲から除外しております。 

㈱川島愛知川工場、㈱セイワ、KAWASHIMA TEXTILE USA,INC.、川島織物(上海)有限公司、KAWASHIMA SELKON  

(THAILAND）CO.,LTD.、昆山圣和汽車装飾有限公司 

連結子会社の数 ９社 

２．持分法適用の範囲の変更 

  持分法適用関連会社 

 平成22年７月１日付で、当社の自動車・列車・航空機内装材事業をTBカワシマ㈱（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)したことに伴い、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、RAYVES AUTOMOTIVE TEXTILE COMPANY PRIVATE LIMITEDの４社

の当社保有株式及び持分を全て同日付で同社に譲渡したため、同日以降持分法適用の範囲から除外しておりま

す。 

また、TBカワシマ㈱については、同社の子会社の㈱川島愛知川工場、TB KAWASHIMA USA,INC.(KAWASHIMA 

TEXTILE USA,INC.より社名変更）及び川島織物(上海)有限公司の３社に対する投資について持分法を適用して認

識した損益が、当社の連結財務諸表に重要な影響を与えるため、当該３社の損益を含めております。 

なお、持分法適用関連会社数はTBカワシマ㈱１社として表示しております。 

持分法適用非連結子会社及び関連会社の数 ４社 

３．会計処理基準に関する事項の変更 

(1)資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益は1百万円減少し、経常損失は1百万円、税金等調整前当期純損失は18

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 

  当連結会計年度より、「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。 

  これによる連結財務諸表への影響はありません。 

(3）企業結合に関する会計基準等の適用 

  当連結会計年度より、「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。 

㈱川島織物セルコン（3009）平成23年3月期　決算短信



  

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

４．表示方法の変更 

(連結貸借対照表関係) 

１ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました流動資産の「繰延税金資産」（当連結会計年度末の残高は0百万

円）は、金額僅少なため当連結会計年度より、流動資産の「その他」に含めて表示することにしました。 

２ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました投資その他の資産の「繰延税金資産」（当連結会計年度末の残高

は0百万円）は、金額僅少なため当連結会計年度より、投資その他の資産の「その他」に含めて表示すること

にしました。 

(連結損益計算書関係) 

１ 「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)に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当連結会計年度では、「少数株主

損益調整前当期純損失」の科目で表示しております。 

２ 前連結会計年度まで営業外収益で区分掲記しておりました「仕入割引」（当連結会計年度は3百万円）及び

「受取技術料」（当連結会計年度は1百万円）については、重要性がなくなったため、当連結会計年度より営

業外収益の「その他」に含めて表示しております。 

  

５．追加情報 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金

額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。また、前連結会計年度に

おける包括利益金額及びその他の包括利益の項目の金額は、次のとおりであります。 

①包括利益 

   

②その他の包括利益 

包括利益 △1,169百万円

（内訳） 

親会社株主に係る包括利益 

 少数株主係る包括利益 

△1,196 

26 

その他有価証券評価差額金 45百万円

繰延ヘッジ損益 5 

為替換算調整勘定 

持分法適用会社に対する持分相当額 

54 

152 

計 257 
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前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３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 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1,196百万円で

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。 

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7,056百万円であり、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 

前連結会計年度 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

「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、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。 

  

(7）注記事項

（セグメント情報等）

ａ．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） 

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（△）  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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前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日） 

（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 

前連結会計年度 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

「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と比べ、日本の売上高は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。 

  

前連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日） 

（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または地域における売上高であります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

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

ｃ．海外売上高

  計   

Ⅰ 海外売上高（百万円）  6,212   

Ⅱ 連結売上高（百万円）  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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当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日） 

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ます。当連結会計年度の期初

におきましては、「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、平成22年７月１日付で、自動車・列車・航空機

等輸送用機器の内装材(シート地等)の製造及び販売を行っておりました「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)したため、同日以降は「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つの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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であり、セグメン

ト間の内部売上高又は振替高は概ね市場実勢価額に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

                                                                            (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。 

ｄ．セグメント情報

  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  3,166 31,923 5,035 40,125  716 40,841

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 166 110 1 279  137 416

計  3,333 32,034 5,036 40,404  854 41,258

セグメント利益又は

損失（△） 
 312 1,468 △219 1,561  △99 1,461

セグメント資産  3,893 14,954 － 18,847  1,551 20,398

その他 

減価償却費 

 

 17 614 111 744

 

 36 780
有形固定資産及び無
形固定資産の増加額  5 158 34 198    1 200
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表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）  

  

                               (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。 

                              （単位：百万円） 

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る資産であります。         

                                     （単位：百万円） 

（注）減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属し

ない管理部門に係るものであります。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「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。 

  

売上高 当連結会計年度 

報告セグメント計  40,404

「その他」の区分の売上高  854

セグメント間取引消去  △416

連結財務諸表の売上高  40,841

利益 当連結会計年度 

報告セグメント計  1,561

「その他」の区分の利益  △99

セグメント間取引消去  7

全社費用（注）  △1,036

貸倒引当金の調整額  1

連結財務諸表の営業利益  433

資産 当連結会計年度 

報告セグメント計  18,847

「その他」の区分の資産  1,551

全社資産（注）  8,430

連結財務諸表の資産合計  28,829

その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額  連結財務諸表計上額

減価償却費 744 36  69 849

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
198 1  31 232
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当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報               （単位：百万円） 

   

２．地域ごとの情報 

 国内の外部顧客に対する売上高に分類した額が連結損益計算書の売上高の90％を超えており、ま

た、国内に所在している有形固定資産の金額が、連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超え

ているため、地域ごとの情報の記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 連結損益計算書の売上高の10％以上を占める主要な顧客が存在しないため、主要な顧客ごとの記載

を省略しております。 

  

  

当連結会計年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日） 

（単位：百万円）

  

ｅ．関連情報

  
カーテン及び
関連製品 

自動車・
列車・航空機 

内装材  
合 計 

外部顧客への売上高 10,303 5,035  15,338

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  

報告セグメント 

その他 全社・消去 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 

減損損失 9 82 ― 92 ― ― 92
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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 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭77 47

１株当たり当期純損失 円 銭15 55

１株当たり純資産額 円 銭58 51

１株当たり当期純損失 円 銭12 67

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。 

 
前連結会計年度末

（平成22年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成23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 7,176 百万円 8,218

普通株主に係る純資産額 百万円 7,244 百万円 8,302

差額の主な内訳 

少数株主持分 
百万円 △67 百万円 △84

普通株式の発行済株式数 千株 93,903 千株 141,903

普通株式の自己株式数 千株 399 千株 14

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 93,503 千株 141,888

 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

連結損益計算書上の当期純損失 百万円 1,454 百万円 1,372

普通株式に係る当期純損失 百万円 1,454 百万円 1,372

普通株主に帰属しない金額  －  －

普通株式の期中平均株式数 千株 93,510 千株 108,388

（重要な後発事象）
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