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三菱UFJ信託銀行株式会社�
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◎会社概要�

株式会社カッシーナ・イクスシー�

CASSINA IXC. Ltd.�

東京都渋谷区恵比寿南二丁目20番7号 CIXビル�

1980年7月1日�

400,294千円�

409,110株�

380名�

株式会社りそな銀行　�

株式会社三菱東京UFJ銀行�

商工組合中央金庫�

株式会社みずほ銀行�

�

�

代表取締役会長　　　　�

代表取締役社長　　　　�

取締役　　　　　　　　�

　　　　　　　　　　　�

執行役員　　　　　　　�

　　　　　　　　　　�

　　　　　　　　　　�

　　　　　　　�

監査役　　　　　�

　　　　　　�

�

http://www.cassina-ixc.com

（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/

　橋洋二�

高橋克典�

小林要介�

白石秀昭�

静谷統由�

田中新也�

難波由美�

近藤正臣�

大門守雄�

沢栗　巌�

�



伝統と革新の融合�

Value

デザイナーの優れた美意識、アルチザンの確かな

技術、高水準のテクノロジー、プロフェッショナルと

しての提案力、そして時代の変化に即応する柔軟性。

これらの要素の融合により、カッシーナ・イクスシー

は洗練された、夢のある空間づくりを実現します。�
�
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選択と集中による利益志向への転換�

Vision 2009年　黒字転換を必達�

株主の皆様には平素よりご支援を賜り、心より厚く御礼申

し上げます。2008年度は世界経済が後退局面に入り、日

本国内でも円高の影響や市場収縮により企業の設備投資

が激減、また景気の先行きに対する不透明感から個人消

費も低迷するなど、当社を取り巻く環境はさらに厳しいもの

となり、売上は大幅減となりました。年初より全社をあげて

経費削減に努めてまいりましたが、予想を上回る減収により

誠に遺憾ながら損失を計上するに至りました。株主の皆様

にはご迷惑とご心配をお掛けして誠に申し訳なく存じます。

このような状況下、当期の配当について見送ることとさせて

いただきましたことを重ねてお詫び申し上げます。�

2009年度も厳しい状況が続くと予測されますが、黒字化を

必達目標として掲げ、早期に復配させていただけるよう収益

体質の改善を目指してまいります。第１に適正な人員配置

を含めたローコストオペレーションの推進に取り組み、売上

志向から利益志向への転換を図ってまいります。第２に事

業契約の見直しがあげられます。2008年度に引き続き、パ

ートナー企業とのアライアンス形態や契約条件について経

済環境の変化に合わせた改善を順次進めてまいります。第３

はITの活用です。例えば各種ご案内や商品のご紹介にEメ

ールや電子カタログを従来以上に活用し、コストを下げなが

らより魅力的なプレゼンテーションを展開してまいります。同

時に、当社発展のための積極的な投資として、4月には当

社の最重要ブランドである「カッシーナ」の歴史を紹介する

展覧会の開催を予定しております。こうした選択と集中を行

うことでどのような経済環境においても利益を生み出せる強

靭な企業体質の確立に努め、株主の皆様のご期待に添う

よう精励してまいりますので、今後とも皆様のご指導ご鞭撻

を賜りますようお願い申し上げます。�

�

代表取締役社長    高 橋 克 典 �
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ブランドの認知度向上�

2008年は、さまざまな角度からデータによる商品販売動向、顧客分析などをさら

にきめ細かいレベルで実施し、2009年以降のブランドポートフォリオの構築や販

売促進戦略などの施策につながる基盤づくりを行いました。また、「カッシーナ」

や「フィリップ・ユーレル」といったブランドをフィーチャーしたTVプログラムを制

作し、広く認知度の向上に努めました。�

Ｅコマースの拡大に向けて�

2008年5月に当社の顔ともいうべきホームページを全面リニューアルしました。従

来の品質感を維持しつつ、検索しづらいといった問題点を改善し、さらに洗練され

たサイトに生まれ変わりました。また、Eコマース市場の急激な拡大に対応し、アウ

トレット、オークション、プロパー商品の販売サイトもお客様にさらにお買い求めい

ただきやすいようリニューアルしました。今後、当社において最も高い成長率を誇

る販路とすることを目指しています。�

ショップにおける「顧客満足」の獲得�

当社では、お客様と直接コミュニケーションを図ることで、お客様の感性、興味、嗜

好などを肌で感じることができるショップを全国主要都市に展開しています。この

最前線で顧客満足度を高めることが、ブランド価値、企業価値を高めることにつな

がるとの意識を徹底し、日々の研鑽に励んでいます。�

コーポレートガバナンスをさらに強化�

人的資源の集中と一般販売管理費の削減を目的として、200 9年2月以降に倉

庫管理業務のアウトソースを図るべく準備してきました。この物流改革をはじめと

したローコストオペレーション政策により、2009年以降は一般管理販売比率を大

幅に引き下げていく予定です。また適切な内部統制を実現するため、組織や業務

手順の見直しを行い、透明かつ効率的なコーポレートガバナンスの構築を目指し

ています。�

内部の基盤づくりと外部への発信力の強化�

Strategy
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�メイド・イン・カッシーナ展�

Brand Strategy カッシーナ・イクスシーは1975年より、日本国内におけるモダン・ファ

ニチュアのリーディングカンパニーとして活動してきました。今後もイ

ンテリア業界を牽引していくべく、ファニチャー・ブランドとしては初の

大規模展覧会を開催します。同展覧会が、インテリア業界、ひいて

はデザイン業界の活性化の一助となることを目的としています。�

難波由美�執行役員マーケティング本部長�
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会期 ： 2009年4月24日（金）～6月7日（日）�

会場 ： 森アーツセンターギャラリー［六本木ヒルズ森タワー52F］�

2008年4～9月。デザイン美術館として世界的に著名

なラ・トリエンナーレ・ディ・ミラノにおいてメイド・イン・カ

ッシーナ展はスタートし、専門家・知識人からの高い評

価と、ユーザーの方々からたくさんの温かい言葉を頂戴し、

イタリア本国での幕を閉じました。この度、ワールド・ツ

アーの最初の拠点として、同展覧会を東京で開催いた

します。デザイナー・建築家との緊密な結びつきを具現

化したデザインを通して、イタリアのモダンデザイン界の

雄「カッシーナ」ブランドに受け継がれてきた伝統と、今

も弛みなく魅力を増す卓越性を顧みます。そして、他を

圧倒する活力と革新性がもたらす＜創造のクオリティ＞

をご覧いただきます。�

300年以上の歴史をもつモダン・ファニチャー・ブランド

「カッシーナ」。その「カッシーナ」が家具工房から近代

企業のかたちになって80年。長い歴史の中、開発され

残ってきたアイテムには確かな理由があります。機能や

フォルムだけでは語ることのできないアイテムに込めら

れた"アイデンティティ"。デザインの奥に込められた“哲

学・思想”。「カッシーナ」の原点からの軌跡を見つめ

直し、豊饒な歴史と、伝統と革新を伴ったものづくりの

ストーリーにスポットライトを当てます。ル・コルビュジエ、

フランク・ロイド・ライト、フィリップ・スタルクなど、本邦

初公開品を含む数々の椅子・テーブル・ソファと試作モ

デルを通してご紹介します。�

Cesare Chimentic



�

2008年は、重厚感とシャープさを同時に表現したエグ

ゼクティブオフィス・ファニチャーから寛ぎの時間を過ご

すためのソファやラウンジチェアまで、さまざまなシーン

に対応する新商品を発表しました。いずれも、高品位

なデザインと確かな品質を備えたラインナップです。�

さらなる戦力としての新商品�

Brand Strategy

TWINWALL

エボニー（黒檀）という価値の高い、エグゼクティブスペースにふさわしい材を用いて

います。ともすると重くなりがちな材ながら、イクスシーの趣きを踏まえた、シャープでス

マートなプロダクトです。�

伝統的なかたちと掛け心地を、モダンに、一段と優美にデザインし、包み込まれるような

寛ぎの空間を演出するプロダクトです。�

MISTER

奥行きが深い（1040mm）大型のL字に組めるソファは、「カッシーナ」のラインナッ

プとしては初。ソファに座るという行為を存分に悠然と楽しむことができます。�
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クラシカルな衣服を最高の素材と、伝統的技術と最新の技術と、芸術的な感性で

仕立てたオートクチュールのようなシリーズです。�

PRIVE

Bergere&Legere

producer : Cassina S.p.A ., Italy.○�C

producer : Cassina S.p.A ., Italy.○�C



バリューを信頼へつなぐ実績�

Business Topics

ＳＰＡビジネスモデルを最大活用�

当社では、企画、開発から生産、販売までをすべて自社のリソース

で完結させるＳＰＡビジネスモデルを早くから確立しています。その

ため、大規模プロジェクトやさまざまな特注家具の製作依頼などに

も対応しており、長年にわたり設計者やデザイナーといったプロフ

ェッショナルの信頼を獲得しています。�

トータルコーディネーション力を発揮�

2008年はすべての販路において、企業の投資意欲の減退と個

人消費の低迷に苦しんだ１年でしたが、当社のもつトータルコー

ディネーション力をご評価いただき、複数の大型案件を受注する

ことができました。また、大手ハウジングメーカーとのアライアンス

によって沖縄エリアへ販売拠点を構築しつつあります。そのほか、

利益率の悪いブランドについては契約の大幅な見直しや不採算

販路からの撤退など、200 9年以降に向けて徹底した収益構造

の改善を行いました。�

ネットワークの活用�

当社は25年以上にわたり、「カッシーナ」をはじめとする著名イン

テリアブランドや才能豊かなデザイナー、大手設計事務所やイン

テリアコーディネーターと共に仕事をしてきた実績とネットワークを

有しています。これらかけがえのない無形資産を最大限に活用す

ることで、新たなビジネスチャンスをつかみとっていきます。�

プライスレス・バリュー�

低価格品全盛の時代ではあっても、お客様は単にチープな商品を

求めているのではなく、そこにバリューを感じられるかが購買の決

め手となっています。したがって、安易な低価格競争からは距離を

置き、お客様に当社が扱う商品の価値をしっかり訴求していくこと

を当社の存在意義と考えています。�
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芝浦アイランド　ブルームタワー�

新宿ピカデリー プラチナシート�
設計 ： 株式会社松田平田設計�

株式会社 博報堂ＤＹメディアパートナーズ�
�

赤坂Ｂizタワー�
設計 ： 株式会社久米設計�

�

1

3

2

4

設計 ： 清水建設一級建築士事務所�
設計協力（共用部デザイン）： 有限会社インテンショナリーズ�

設計 ： コクヨオフィスシステム株式会社＋武松幸治�
　　　（E.P.A環境変換装置建築研究所）�



当期の営業成績は、コントラクト事業（設計事務所、

デザイン事務所経由の販売）において、建築基

準法の改正に伴う建築確認申請の厳格化によっ

て建物の竣工時期に遅れが生じたことや企業の

慎重な設備投資計画などにより、受注件数が予

想を下回るとともに、受注案件の規模も小さなも

のとなりました。また、リテール事業（直営店舗で

の販売）、ＷＳ事業（専門店、百貨店、マンション

デベロッパーなどを経由した販売）においても個

人消費が一段と低調となり、売上の予想を大きく

下回る結果となりました。�

一方利益面においては、ＷＳ事業において採算

の悪い生活雑貨の卸問屋向けビジネスから撤退

したことなどにより売上総利益率（粗利率）が改

善したほか、一般管理販売費も年初から大幅に

削減するなどの利益確保策を講じてきましたが、

マーケットの悪化スピードに追いつくことはできず、

大幅な損失を計上する結果となりました。�

今後は、このような厳しいマーケット環境においても、

きちんと利益を計上できるよう、全部門、すべての

ビジネスフローを抜本的に見直し、再構築してま

いります。�

連結貸借対照表（要旨）　単位：千円�
�

●資産の部�

●負債の部�

流動資産�

固定資産�

資産合計�

流動負債�

固定負債�

負債合計�

●純資産の部�

株主資本�

　資本金�

　資本剰余金�

　利益剰余金�

　自己株式�

評価・換算差額等�

純資産合計�

負債純資産合計�

当連結会計年度�
2008年12月31日�

3,437,711�

4,907,730�

8,345,442

2,822,508�

1,748,155�

4,570,663

3,898,013�

400,294�

440,930�

3,096,094�

△39,305�

123,234�

3,774,779�

8,345,442

前連結会計年度�
2007年12月31日�

当連結会計年度�
2008年12月31日�

前連結会計年度�
2007年12月31日�

当連結会計年度�
2008年12月31日�

前連結会計年度�
2007年12月31日�

5,217,601�

6,030,043�

11,247,645

3,954,935�

1,739,447�

5,694,382

4,854,813�

400,294�

440,930�

4,052,894�

△39,305�

698,449�

5,553,262�

11,247,645�

�

（注）千円未満は切り捨てて表示しております。�
�

1,096.98

●一株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 

△2,210.04

△18.9

1.1

49.5

45.2

49.4

8.3

129.07
単位：円�

●自己資本当期純利益率又は当期純損失率（△）�
単位：％�

●自己資本比率� 単位：％�

●経常利益又は経常損失（△） 

422

662

△86

単位：百万円�

●売上高�

 10,249�

 10,306

第28期�

第29期�

第30期�

2006年12月期�

2007年12月期�

2008年12月期�

第28期�

第29期�

第30期�

2006年12月期�

2007年12月期�

2008年12月期�

第28期�

第29期�

第30期�

2006年12月期�

2007年12月期�

2008年12月期�

第28期�

第29期�

第30期�

2006年12月期�

2007年12月期�

2008年12月期�

第28期�

第29期�

第30期�

2006年12月期�

2007年12月期�

2008年12月期�

第28期�

第29期�

第30期�

2006年12月期�

2007年12月期�

2008年12月期�

単位：百万円�

●当期純利益又は当期純損失（△） 

438

△882

51

単位：百万円�

連結損益計算書（要旨）　単位：千円�
�

売上高�

売上総利益�

営業利益又は営業損失（△）�

経常利益又は経常損失（△）�

税金等調整前当期純利益又は�

税金等調整前当期純損失（△） �

当期純利益又は当期純損失（△）�

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）　単位：千円�
�

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の換算差額�

現金及び現金同等物の減少額�

現金及び現金同等物の期首残高�

現金及び現金同等物の期末残高�

当連結会計年度�

8,039,641�

4,075,311�

△149,936�

△86,931�

�

△693,241�

△882,934

当連結会計年度�

584,363�

△32,733�

△557,906�

△2,078�

△8,354�

1,040,148�

1,020,112

前連結会計年度�

10,306,582�

5,085,307�

372,323�

662,777�

�

589,278�

438,255

前連結会計年度�

328,101�

△881,758�

472,052�

16,127�

△65,478�

1,105,626�

1,040,148

自 2007年1月1日�
至 2007年12月31日�

自 2008年1月1日�
至 2008年12月31日�

自 2007年1月1日�
至 2007年12月31日�

自 2008年1月1日�
至 2008年12月31日�

急激な経営環境の悪化への対応が遅れ、大幅な損失を計上�
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