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顧客満足度の追求�

Customer First

カッシーナ・イクスシーは、常にお客様の期待を上

回るご提案ができるよう、企画から販売まで、すべて

のプロセスにおいてクリエイティビティとクオリティ

を重視しています。次なるマーケットを生み出す独

創性と、恒久的かつ上質なサービスを両立させてこそ、

高い顧客満足度が維持できると考えています。�
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圧倒的な商品力�

Value

過去から現在において世界のトップシーンで活躍

する建築家やデザイナー、そして次世代のニーズ

をフレキシブルに製品化するインハウス・デザイ

ナーたち。高品位なデザインとそれを支える確か

な技術が、他の追随を許さないカッシーナ・イクス

シーの商品力をいっそう強いものにしています。�



コアコンピタンスの最大化を図る�

Vision
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“守り”から“攻め”の2008年へ�

株主の皆様には平素よりご支援を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。2007年度はサブプライムローン問題、為替における

ユーロ高、あるいは構造計算書偽装問題に端を発した改

正建築基準法の施行など、経済および社会の不安定な

動きが当社にも多大な影響を及ぼし、微増収という結果に

留まりました。こうした厳しい環境においても着実に企業を

前進させるために、次のような施策を実行いたしました。まず、

組織と人事制度を大幅に改善することにより、トップマネジ

メントの指示命令がスムーズにすべてのスタッフに伝わる

と同時に、フィードバックも迅速に行われるようになりました。

また、マーケティング本部を新設し、ブランドイメージおよび

利益の両方を増強するために機能し始めました。言うまで

もなく、市場調査や分析、Eコマースの推進もマーケティン

グ本部の大きな役割です。さらに、不採算部門の整理により、

無駄な経費を出さないよう速やかなアクションをとりました。

中国現地法人の清算もその一つです。そして、競合他社

を圧倒する当社のコアコンピタンスを次の3点に集約し、そ

の最大化をめざしています。第1点は「世界的クリエイター

によってデザインされた商品の創造力」、第2点に「カッシ

ーナをはじめとするブランド力」、第3点として「一等地に位

置するショールームにおけるプレゼンテーション力」です。

これらの最大化により、徒な膨張ではなく、長期的展望に

立脚した安定的な成長が可能となります。今後とも株主

の皆様のご期待に添えるよう最善の努力を続けてまいりま

すので、変わらぬご支援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 �



緻密なマーケティングを力に�

マーケティング戦略は企業や商品のブランディングとも密接に関わっています。

そこで2007年度の組織変革に伴い、マーケティング本部を新設しました。企画

から販売促進まで一元的なプランニングと実行が可能になるよう、新たな人材も

投入。市場分析の精度を徹底的に高め、的確なマーケティング戦略を練りながら、

カッシーナ・イクスシーのさらなるブランディングに注力していきます。�

Eコマースを強化�

インターネットによるEコマース市場は、年々増加の一途をたどっています。その

ため、カッシーナ・イクスシーの商品をより多くのお客様へお届けするチャネルとして、

Eコマース事業を強化していきます。そのベースとなるホームページのリニューア

ルはもちろん、オンライン広告・広報の実施も含め、インタラクティブなマーケティ

ング・コミュニケーションを図るための活動を積極的に推し進めます。�

ネットワークからアライアンスへ�

現在、これまでの多くのネットワークに加え、さらにその領域を広げながら多彩なパ

ートナーシップを築きつつあります。そうしたネットワークを互いのプロフィットに寄

与するアライアンスへと導き、新規プロジェクトを立ち上げていきます。昨年度に

は中国現地法人を閉鎖しましたが、将来的にはアジアに最適なパートナーを求め

たうえで、より効果的にアプローチしていくことも模索しています。�

ニッポン発のオリジナルブランド�

当社自らが企画・デザインから製造までを手がけるオリジナルブランド＜イクスシー・

エディション＞は、グローバルな市場においても十分に戦うことのできる高いクオリ

ティを保持しています。日本が海外に誇る工業技術が活かされた＜イクスシー・エ

ディション＞を、多角的なマーケティングに基づき、日本発の高品位なブランドとし

て世界へ送り出すための施策を講じていきます。�
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時代に即応する新戦略�

Strategy
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�組織を活性化するワークプロセス�

Business Topics 精度の高い市場分析をもとに商品・価格・投入時

期などをスタッフ自らが立案する横断的な機能を

新設。企画に対してコミットメントを設定し、それぞ

れが結果に責任を持つ組織をつくることで、より強

い企業体質を実現していきます。�

ク
ロ
ス
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン�

マーケティング本部�

商品本部�

管理本部�

コントラクト事業本部�

リテール事業本部�

WS事業本部�

エリア�

トップマネジメントによるメッセージが

ダイレクトにスタッフに届くことで、ス

ピーディな意思決定と効率的なオペ

レーションを可能にしました。�

�

シンプルでフラットな体制�

各企画ごとに、トップダウンではなく、

スタッフ自らコミットメントを設定し、

結果の検証により新たな課題と解

決策を自ら考え抜く力を育てます。�

コミットメントを設定�

現場の意見やマーケットの最新情報をイ

ンプット。マーケティング本部を中心に、

各事業本部が情報を共有しながら即時

性のある企画を立案するクロスファンク

ショナルな機能を新設しました。�

クロスファンクションによる企画�

ブランディング・分析・商品企画・広報・�
カスタマーコミュニケーショ ン・店舗開発・EC

商品開発・商品管理・品質保証・物流�

経理・システム・人事・総務�

建築/設計事務所・インテリアデザイン事務所・�
ゼネコンなどへの営業�

青山本店・プライベート店・大阪店・�
名古屋店・福岡店・ixc.カフェ�
�

百貨店・専門店・代理店などへの営業�

東京・大阪・名古屋・福岡・札幌�

フラットな７つの事業ユニットが有機的な相互連携を図りながら、�

よりスピーディーにビジネスを推進していく体制を確立しました。�

�

コミットメント�

マーチャンダイジング�

営業・販売戦略� マーケティング・�
コミュニケーション�

企画�

トップ・マネジメント�
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�新工場の本格稼働により生産力を向上�

Business Topics 自社工場CIXMは、イタリア カッシーナ社が世界で唯

一認めている高度な技術力を誇ります。製造設備の

更新による効率化と、需要増に対応する生産能力を

確保することで、当社の競争力強化を図っていきます。�

CIXMが群馬県伊勢崎市に1,500坪を超える新工場を移築、2008年1月より本格的な操業を開始しました。

イタリア カッシーナ社はもちろん、海外提携製品の一部ライセンス生産と、自社のオリジナル開発製品の製

造を行っています。新工場設立により、技術力を十分に発揮し、さらに生産力を向上させることを実現しました。�

2008年1月より操業開始�

優れた品質の製品を生み出し続けるイタリア カッシーナ社。丹精こめてつくりあげるアルチザンの技は

創業以来、世界トップクラスの座を守っています。そのイタリア カッシーナ社との技術交流により、日本の

工場CIXMにもそのスピリットが受け継がれています。�

イタリアとの技術交流�
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当期の連結売上高は、コントラクト事業

において東京、名古屋エリアの大型案

件を受注したことや、全体として苦戦を

強いられたリテール事業においても旗艦

店である青山本店の売上が底堅く推移

したことなどにより、わずかながら増収と

なりました。�

利益面においては、年間を通じてユーロ

の為替レートが高止まりしたことや、素材・

輸送コストの上昇などにより厳しい環境

が続きました。また、中国北京に2006

年に設立した子会社の清算を決定した

ことで特別損失が発生したものの、前期

の損益に大きな悪影響を与えたイタリア 

カッシーナ社に対する持分法損益が黒

字転換したことで、連結経常利益および

連結当期純利益は増益となりました。�

今後は、マーケティング部門の強化を通

じてさらに魅力的な商品開発を行い、ま

たイタリア カッシーナ社をはじめとする海

外パートナーとの関係を強化することで

安定した収益基盤を確保し、株主価値

の増大を図ってまいります。�

�

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�
平成19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

前連結会計年度�
平成18年12月31日�

当連結会計年度�
平成19年12月31日�

前連結会計年度�
平成18年12月31日�

当連結会計年度�
平成19年12月31日�

前連結会計年度�
平成18年12月31日�

5,013,220�

5,117,448�

10,130,669

2,529,639�

2,583,506�

5,113,145

4,498,379�

400,294�

440,930�

3,696,460�

△ 39,305�

519,144�

5,017,523�

10,130,669�

�

（注）千円未満は切り捨てて表示しております。�
�

第27期�

第28期�

第29期� 1,096.98

●一株あたり当期純利益�

1,660.88

15.6

1.1

49.5

44.5

49.4

8.3

129.07

単位：円�

第27期�

第28期�

第29期�

●自己資本当期利益率（ROE）� 単位：％�

第27期�

第28期�

第29期�

●自己資本比率�

2005年12月期�

2006年12月期�

2007年12月期�

単位：％�

2005年12月期�

2006年12月期�

2007年12月期�

2005年12月期�

2006年12月期�

2007年12月期�

●経常利益�

第27期�

第28期�

第29期�

2005年12月期�

2006年12月期�

2007年12月期�

422

662

1,090

単位：百万円�

●売上高�

第27期�

第28期�

第29期�

9,943�

 10,249�

 10.306

2005年12月期�

2006年12月期�

2007年12月期�

単位：百万円�

●当期純利益�

438

第27期�

第28期�

第29期�

2005年12月期�

2006年12月期�

2007年12月期�

51

665

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�

経常利益�

税金等調整前当期純利益�

当期純利益�

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�

10,306,582�

5,085,307�

372,323�

662,777�

589,278�

438,255

当連結会計年度�

328,101�

△ 881,758�

472,052�

16,127�

△ 65,478�

1,105,626�

1,040,148

前連結会計年度�

10,249,319�

5,250,371�

810,372�

422,005�

410,213�

51,527

前連結会計年度�

412,784�

△ 108,651�

△ 826,600�

2,792�

△ 519,675�

1,625,301�

1,105,626

自 平成18年1月1日�
至 平成18年12月31日�

自 平成19年1月1日�
至 平成19年12月31日�

自 平成18年1月1日�
至 平成18年12月31日�

自 平成19年1月1日�
至 平成19年12月31日�

利益水準は厳しいものの懸念の持分法損益は好転�

Highlight & Financial Data
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◎株主優待情報�

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�

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信託銀行株式会社全国各支店�

ジャスダック証券取引所�

電子公告�

�

�

�

10株�

2777

◎株主メモ�

《贈呈方法》�

同封の返信ハガキに必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。�

�

《優待商品および優待券のお申し込み期限と発送について》�

返信ハガキを2008年5月16日（消印有効）までに返信いただいた株主様にはご希望の商品を、�

返信いただけなかった株主様には株主優待券を発送いたします。あらかじめご了承ください。�

発送は2008年6月より順次行う予定です。�

商号�

�

所在地�

設立�

資本金�

発行済株式数�

社員数（連結）�

主要取引銀行�

�

�

�

役員�

�

�

�

�

�

執行役員�

�

�

監査役�

�

�

URL 

◎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　　　　　橋洋二�

代表取締役社長　　　　高橋克典�

取締役　　　　　　　　小林要介�

　　　　　　　　　　　森田多恵子�

　　　　　　　　　　　白石秀昭�

　　　　　　　　　　　デメトリオ・アポローニ�

静谷統由�

田中新也�

難波由美�

月岡和夫�

沢栗　巌�

�

http://www.cassina-ixc.jp

1�

3�

5�

7�

9

2�

4�

6�

8�

10

※2,5の優待商品の色は写真と異なる場合があります。�

ご了承ください。�

《ご優待内容》�

■  10株～29株の株主様�

優待券5,000円分（1,000円券5枚）または下記商品から１点 �

1.　白ワイングラス２客セット（アレッシィ）�

2.　レ・ヴェジェタル  ルームスプレー１本（カトリーヌ・メミ）�

3.　ステンレス製ラウンドバスケット赤　直径20.6cm（アレッシィ）�

�

■  30株～99株の株主様�

優待券10,000円分（1,000円券10枚）または下記商品から1点�

4.　モカカップ＆ソーサー２客セット（アレッシィ）�

5.　ギャラリー ルームスプレー1本、�

　　ギャラリー キャンドル1個のセット（カトリーヌ・メミ）�

6.　蓋付きステンレスキャセロール  直径16cm  IH対応（アレッシィ）�

�

■  100株～299株の株主様�

優待券50,000円分（10,000円券4枚と1,000円券10枚）�

または下記商品から1点�

7.　セジェスタ５０８　キャスタースウィベルアームチェア（イクスシー）�

8.　ダン　ローテーブル　直径48cm  高さ40cm（イクスシー）�

�

■  300株以上の株主様�

優待券100,000円分（10,000円券8枚と1,000円券20枚）�

または下記商品から1点�

9.　３６７オラ　アームチェア　黒ファブリック（カッシーナ）�

10.   ４１２キャブ　アームレスチェア　ナチュラル革（カッシーナ）�

�

《優待券利用方法》�

優待券に記載の直営店舗およびオンラインショップにおける�

商品購入の際にご利用いただけます。�

商品購入代金として、現金との併用または優待券のみで�

ご利用が可能です。なお、優待券のご利用時、�

つり銭は出ませんので何卒ご了承ください。�

�

《優待券有効期限》�

優待券到着日～2009年3月31日まで有効�

�

《優待券取扱店舗》�

優待券に記載の直営店舗およびオンラインショップ�

�

�

株主の皆さまへ�

Information

（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/
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