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株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

2011年3月、代表取締役社長への就任以来、3期連続の営業赤字からの

脱却、すなわち「黒字化」を最優先課題とし、利益を生み出せる企業

体質への変革を成し遂げることに注力してまいりました。東日本大震災の

発生、原子力発電所の事故に伴う電力供給不足、大幅な円高や世界

的な株価低迷などが、当社事業に少なからぬ影響を及ぼしましたが、

全社員ひとりひとりが持てる力をめいっぱい発揮するとともに、組織としての

連携力を活用することで黒字化を達成することができました。また、公表

しておりました業績予想に対して、売上はわずかに届かなかったものの、

利益については予想を上回る実績をあげることができました。この結果、

3期連続の営業赤字により社内に蔓延していた沈滞ムードが一掃され、

社内に活気と自信を取り戻すことができたことも、この１年の大きな収穫

となりました。

さて、2012年の当社を取り巻く環境は、引き続き国内政治、消費動向、

企業設備投資などいずれの面をとっても楽観できる状況にはならない

ものと考えております。このような不透明な環境のなか、当社としては商品、

2012年3月

代表取締役　社長執行役員
森　康洋

2012年 選択と集中を進める

サービス、仕事のプロセスすべてにわたって、お客様目線にたって再構築し

てまいります。当社ができること、やるべきことは何なのか、もう一度企業理

念に照らして問い直す必要があると考えております。すなわち、ヒト、

モノ、カネ、情報を当社が取り組むべき場所に『選択と集中』させることが、

お客様満足、生産性の向上、ひいては収益力、企業価値の向上につながっ

ていくものと考えております。また、2011年は黒字転換、企業基盤の整備と

いった「守り」に専念いたしましたが、2012年以降は、人材、店舗、商品開

発への投資を少しずつ再開し、次なる成長ステージへの「攻め」の元年とい

たします。これらのことをしっかりやり遂げることが、株主価値の向上につな

がるものと信じておりますので、株主の皆様には今後とも変わらぬご理解と

ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

Top message
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①思い切った「攻め」の経営にシフト

前期は黒字転換の為に体質改善「守り」に徹しましたが、今期は更なる

進化を目指す為に「攻め」にシフトいたします。進化への投資は積極的

に行います。権限の委譲を進めスピードアップを図るために執行役員制

度を導入、組織について大きく改編を行いました。

②「現場力」の強化

驕らず、謙虚な気持ちで、常に「我々の課題は何か」を念頭に置いて

現場に出向き、お客様の目線に立って考え、企業理念を実行に移す。

全社員がこの考えを共有、実践できるよう徹底いたします。

③生産性の向上

前期も挑戦した課題ですが、常にあらゆる仕事の見直しを図り、収益

率の向上に努めます。

企業と社会、企業と個人との関わりは今大きく変わろうとしています。

我々は事業を通じてそのような変化に真摯に対応することが、変わって

いく社会と共通の価値を創造していくことだと認識しております。新しい

企業価値を創造することへの挑戦、これこそが我々の永遠のテーマな

のです。

経営方針企業理念
Business policy

“人　Our People ”
常にプロフェッショナルであることを追求し、
誠意をもって行動する

“商品　Our Products ”
高い品質と優れたデザインを兼ね備え、
世代を超えて受け継がれていく商品を創造、提供する

“サービス　Our Services ”
揺るぎない信頼と、
期待を上回る満足感を得ていただけるための努力を怠らない

Our Assets

理念実現の為の有形無形の資産

Vision

洗練された、夢のある生活空間へ

企業理念

人

商品 サービス
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AOYAMA
OSAKA

FUKUOKA

直営店３店舗をはじめとした各店舗・コーナーでは、カッシーナ･イクスシー

の洗練された空間の心地よさを実際に体験することができます。また、

コーディネートのエキスパートが具体的なアイテムの提案を行い、お客様を

細やかにサポートいたします。

□ 店舗
　 青山本店
　 大阪店
　 福岡店

□ オンラインストア
　 Cassina ixc. デザインストア

□ 営業所
　 名古屋営業所

□ 百貨店コーナー
　 伊勢丹 新宿店 / 髙島屋 東京店 / 三越 銀座店 
 髙島屋 大阪店 /  髙島屋 京都店 / 松坂屋 名古屋店
 宮崎山形屋　その他

店舗ネットワーク
Shop network

Cassina ixc. Design store
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営業本部  レジデンシャル営業部　 植草 妙子

森井 佑紀 守 真史

小島 康史

商品部  企画チーム　営業本部  大阪事業部　大阪店

製造部　製造チーム

レジデンシャル営業部では、主に個人住宅を対象とし、ハウジングメーカーや
インテリア事務所を担当しております。直接のお客様はプロのコーディネーター様
ですが、ご提案の際には、メーカー・コーディネーター様・実際にお住まいに
なる方、それぞれの方向からの目線を併せ持つよう努めています。生活スタイ
ルが多様化する中、商品だけでなく空間全体にご満足いただけるよう、常に新
鮮な情報をもって、既成概念にとらわれず積極的に提案していきたいと思います。 

直営店のスタッフとして、常に”最高のおもてなし”を心掛けております。お客様
お一人お一人のご要望を形にすることは容易ではありませんが、形になって
お客様と喜びを分かち合えるひとときが忘れられず、ご来店頂いたお客様
と少しでも長くお話できるような居心地のよい空間づくりに努めておりま
す。インテリアのプロフェッショナルとして信頼され、一人でも多くの方に『また
会いたい』と思って頂ける販売員になれるよう、今年も邁進したいと思います。

商品が持っている印象的な個性と、さまざまなシーンに柔軟に馴染む
多様性を引き出すこと。商品だけでなく、空間全体が醸し出す空気と
そこにいるかもしれない人の気配までも表現すること。ディスプレーをつくる
ときはそのようなことを意識しています。来店されたお客様がそのなかに
心地よい驚きを発見し、豊かな生活の一風景を想い描いていただける
ような空間づくりに挑戦していきたいと思います。

私達は2011年７月、合併により製造子会社から製造部として生まれ変わり
ました。企画、販売部門と一体となりお互いの意見を尊重しあいながら、
ひとりひとりが大きな喜びと責任感とともに技術や生産性の向上に努め、
新しい物事に対し今まで以上に積極的にチャレンジしています。お客様の
立場にたって品質や納期などさまざまな面で求められていることが何かを
考えながら、良い商品をつくっていきます。

担当者の声
Voice
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17世紀イタリアで誕生した“カッシーナ”。 1930年代には会社化され、

その当時から続くモダンファニチュア製品は、その数多くがニューヨーク

近代美術館の永久所蔵品になっているほど、他社の追随を許さない

高い完成度とデザイン性を誇っています。ふたつのコレクションが展開され、

ひとつは20世紀初頭の巨匠建築家たちの作品を復刻した『イ・マエストリ 

コレクション』。そしてもうひとつは、現代を代表する建築家やデザイナー

とのコラボレーションによる『コンテンポラリー コレクション』です。

ブランド・商品 紹介
Line of business
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Home Furnishings
“イクスシー”はモダンデザインを基軸に世界各地から機能とデザインに

優れたブランドラインやアイテムをピックアップしています。また、輸入だけに

留まらず、長年の経験と高い技術力にもとづき自社工場でのライセンス

生産を行い、さらには自社の企画・開発によるオリジナルアイテムも

発表し続けています。

カッシーナ･イクスシー独自の美意識を通じ、オリジナルアイテムの企画・開発

をはじめ、デザイン性の高い生活雑貨やアートワーク、ファブリックやラグな

どのインテリア周辺アイテムを国内外からセレクトしています。機能とデザイン

を兼ね備えたオリジナリティ溢れるアイテムは、生活空間に彩りを与えます。
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Charlotte Perriand
2011 Exhibition

2011年10月28日より青山本店、大阪店、福岡店において「シャルロット・

ペリアン」の新作展示会を開催いたしました。

2011年のミラノサローネで初めて商品としてお披露目された「TOKYO」を

はじめ、ペリアンが日本文化にインスピレーションを得、独自の哲学を以て

デザインした作品4点を発表。さらに、カッシーナよりピエロ・リッソーニデザ

インのソファ「MOOV」とイクスシーより3アイテムを新作として併せてリリース

いたしました。また、新たな取組みとして、フラワーアーティストの東信氏に

よる竹を使った幻想的なインスタレーションや、ペリアン自身が撮影した写真と

家具を組み合わせた展示も展開。レセプションには、シャルロット・ペリアン 

アーカイブス代表で実娘でもあるペルネット・ペリアンご夫妻をはじめ、専門家、

有識者の方々にも多数ご来場いただき、高い評価を頂戴いたしました。
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代々木 VILLAGE by kurkku / code kurkku

平河町森タワーレジデンス

新千歳空港

大阪大学会館
Interior Design：Masamichi Katayama / Wonderwall　Photo：Nacása & Partners Inc.

納品事例
Project
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財務指標
Financial Indicators

※注）当社は、2011年７月１日に唯一の連結子会社でありました株式会社CIXMを吸収合併し子会社がな
くなったため、第33期（当期）より非連結の開示となっております。なお、第29期より第32期までの数値
は連結財務情報を表示しております。
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会社概要

株主メモ

商号

所在地
設立
資本金
発行済株式数
社員数
 
主要取引銀行

役員

URL

事業年度
定時株主総会 
株主総会の基準日
株主名簿管理人
同連絡先

（お問い合わせ先）
同取次所
上場証券取引所
公告方法

1単元の株式数
証券コード

株式会社カッシーナ・イクスシー
CASSINA IXC.Ltd.
東京都港区南青山二丁目13番11号
1980年7月1日
400,294千円
409,110株
188名（2011年12月31日現在）

株式会社りそな銀行
株式会社群馬銀行
株式会社八千代銀行

代表取締役会長 髙橋洋二
代表取締役社長 森　康洋
取締役 小林要介
 新美弘美
 パトリツィオ・マッティオリ
監査役 稲田英一郎
 坂井孝敏
 沢栗　巌

http://www.cassina-ixc.com

1月1日から12月31日まで
3月中
12月31日
三菱UFJ信託銀行株式会社
東京都江東区東砂7丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
TEL：0120-232-711（フリーダイヤル）
三菱UFJ信託銀行株式会社 本店及び全国各支店
大阪証券取引所
電子公告

10株
2777

（なお、当社の電子公告は、当社インターネットホーム
ページの以下のアドレスに掲載します。ただし、事故そ
の他やむを得ない事由によって電子公告による公告をす
ることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。）
http://www.cassina-ixc.jp/ir/

Corporate profile




