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平成１８年 ３月期    決算短信（連結）           平成１８年 ５月１１日 

上 場 会 社 名        セーレン株式会社                         上場取引所    東京 
コ ー ド 番 号         ３５６９                                           本社所在都道府県 福井県 

（ＵＲＬ  http://www.seiren.com/ ） 

代  表  者 役職名 取締役社長      氏名 川田 達男 

問合せ先責任者 役職名 経理・総務・購買統括 氏名 坪田 敏郎        TEL （0776）35－2111 

決算取締役会開催日 平成１８年 ５月１１日 

米国会計基準採用の有無  無 

 

１． １８年３月期の連結業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 

(1) 連結経営成績                         （注）記載金額は百万円未満切捨 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

１８年３月期 
１７年３月期 

１０１，３１９  ４１．６
７１，５３７   ３．６

５，３７１   ５．１
５，１０９  ２３．３

６，８２４  ３５．４
５，０３９  ３２．９

 

 当期純利益 
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

株 主 資 本 

当期純利益率 

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 百万円    ％ 円  銭 円  銭 ％ ％ ％

１８年３月期 
１７年３月期 

３,５５７  ９１．２ 
１,８６１  ８２．１ 

５７．９５
３２．２７

５７．０８
３２．０２

９.３ 
５.７ 

７.９ 
７.０ 

６.７
７.０

(注)①持分法投資損益    18 年 3 月期      △175 百万円  17 年 3 月期      △78 百万円 
    ②期中平均株式数(連結) 18 年 3 月期  60,214,949 株    17 年 3 月期  56,437,774 株 
    ③会計処理の方法の変更    有 
    ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(2)連結財政状態 
 総 資 産     株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円   銭

１８年３月期 
１７年３月期 

１００，８７８ 
７２，８７６ 

４２，７３８
３３，５５７

４２．４ 
４６．０ 

６８５．２５
５９１．１５

(注)期末発行済株式数(連結) 18 年 3 月期  62,269,435 株   17 年 3 月期  56,699,202 株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況 

 
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

１８年３月期 
１７年３月期 

４，６７１ 
６，５６７ 

△９，１４４
△３，６６３

４，９８７ 
△２，４３９ 

８，７９７
７，９９５

 
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数 ２１社  持分法適用非連結子会社数  ０社  持分法適用関連会社数  ０社 
 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規)  ２社 (除外)   ０社    持分法 (新規)   ０社 (除外)   １社 
 

２．１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 

通   期 

５５，０００

１１０，０００

３，５００

７，５００

２，０００

４，３００
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  ６９円 ５銭 

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は
今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記の業績予想に関する事項は添付資料 12～13 ページをご参照ください。 
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企 業 集 団 の 状 況 
 

当社の企業集団は、当社、子会社２５社及び関連会社２社で構成され、「オートモーティブ」

「ハイファッション」「エレクトロニクス」「ハウジング」「メディカル」を主な事業として展開

しております。 

 当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 

 

 オートモーティブ事業は、当社、ＫＢセーレン㈱、㈱ナゴヤセーレン、Viscotec Automotive Products 

LLC、Saha Seiren Co.,Ltd.、Seiren Produtos Automotivos Ltda.が自動車内装材、カーシートの製造・

販売を行っております。㈱セーレンオーカス、Saha Seiren Co.,Ltd.、世聯汽車内飾(蘇州)有限公司がエ

アバッグの製造・販売を行っております。 

 ハイファッション事業は、当社、ＫＢセーレン㈱、㈱ナゴヤセーレン、グンセン㈱で各種衣料

製品、衣料用繊維加工品の製造・販売を行っており、セーレンリョーカ㈱は各種衣料製品の販売

を行っております。ＫＢセーレン㈱はポリエステル繊維・ナイロン繊維等合成繊維及び綿・絹等

天然繊維製品の製造・販売を行っております。アルマジャパン㈱で縫製加工を行っております。

一部は当社で仕入れて販売し、一部は当社の委託加工を行っております。㈱デプロには製版の外

注委託を行っております。 

 エレクトロニクス事業は、当社が、電磁波シールド材、防塵着の製造・販売を行っております。ＫＢセ

ーレン㈱は半導体製造におけるクリーナーや光学レンズ用のワイピングクロスを製造・販売し、セーレン

電子㈱が各種電子機器の製造・販売を行っております。 

 ハウジング事業は、当社が建築用資材、インテリア用資材を製造・販売している他、ＫＢセーレン㈱

が室内装飾用・寝装用繊維製品の製造･販売を行っており、セーレンハウジング㈱が不動産売買、住宅の販

売を行っております。 

 メディカル事業は、当社が化粧品、浄水器及びフィルターを製造・販売しております。ＫＢセ

ーレン㈱では伸縮性貼付剤等医療用繊維製品の製造・販売を行っております。 

 その他の事業は、セーレン商事㈱で保険代理業を、㈱セーレンシステムサービスでソフトウエ

アの開発及び販売を行っております。 

 ＫＢインテックス㈱では、主として化学繊維・天然繊維の糸・生地の仕入・販売及び化学繊維・

天然繊維製品の企画・加工・販売を行っております。セーレンケーピー㈱では主として当社製品

の編立加工を行い、セーレン商事㈱では物品の販売等を行っており当社は原材料等を仕入れてお

ります。 

 

 事業の系統図は次のとおりであります。 
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子
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セ
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レ
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（
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ファッション

エレクトロ 

ニクス 

ハウジング 

メディカル 

その他 

製
品 

       

Seiren Produtos Automotivos Ltda.

子会社 

 

グンセン(株)、(株)デプロ 

子会社 

 

セーレンハウジング(株) 

子会社 

     Seiren U.S.A Corporation

Viscotec Automotive Products LLC

Viscotec U.S.A. LLC 

世聯汽車内飾(蘇州)有限公司 

Viscotec World Design Center LLC

子会社 

 

セーレン電子(株) 

子会社 

 

(株)セーレンシステムサービス 

子会社 

 

セーレンケーピー(株)

アルマジャパン(株) 

非連結子会社 

松屋ニット(株) 福井大手町ビル(株)  

(株)ヘイセイクリエイト Viscotec EU S.p.A. 

製
品 

製
品 

製
品 

 

(株)セーレンオーカス

子会社 

子会社 

製
品 

 

セーレンリョーカ(株) 

子会社 

製品

製品

製品

製品

製
品 

製品 

製品・原材料 

製品 

製品

製品

製品

製品

       

Saha Seiren Co.,Ltd. 

子会社

製品 

子会社 セーレンコスモ(株) 
役務 

製品

 

(株)セーレンシステムサービス 

関連会社 木曽川染工(株) 

ケーシーアイ・ワープニット(株)

 

製品子会社 セーレンコスモ(株) 

子
会
社 

Ｋ
Ｂ
セ
ー
レ
ン
（
株
） 

Ｋ
Ｂ
イ
ン
テ
ッ
ク
ス
（
株
） 

製
品 
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関 係 会 社 の 状 況 
 

議決権の 
所有(被所有)割合 

名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

主要な事業 
の内容 所有 

割合(％)
被所有割
合(％) 

関係内容 

(連結子会社)     

ＫＢセーレン株式会社 
福井県 
鯖江市 

千円
3,440,000

オートモーティブ
ハイファッション
エレクトロニクス
ハウジング 
メディカル 

100.0 ― 役員の兼任 ５人

ＫＢインテックス株式会社 
石川県 
小松市 

千円
99,000

オートモーティブ
ハイファッション
エレクトロニクス
ハウジング 
メディカル 

100.0
(100.0)) ― 役員の兼任 ２人

セーレン商事株式会社 
福井県 
福井市 

千円
40,000

オートモーティブ
ハイファッション
エレクトロニクス
ハウジング 
メディカル 
その他 

100.0 ― 
当社は原材料等を
仕入れている。 
役員の兼任 ４人

セーレン電子株式会社 
福井県 
福井市 

千円
50,000 エレクトロニクス 100.0 ― 

当社は設備の一部
を購入している。
役員の兼任 ３人

セーレンハウジング 
株式会社 

福井県 
福井市 

千円
71,000 ハウジング 100.0 ― 

当社は設備の一部
を購入している。
役員の兼任 ３人

株式会社ナゴヤセーレン 

愛知県 

名古屋市 

西区 

千円

100,000

オートモーティブ
ハイファッション
エレクトロニクス
ハウジング 
メディカル 
その他 

79.1
(24.0) ― 

当社の繊維製品の
一部を加工してい
る。 
役員の兼任 ３人

グンセン株式会社 
群馬県 
伊勢崎市 

千円
24,000 ハイファッション 85.0 ― 

当社の繊維製品の
一部を加工してい
る。 
役員の兼任 ２人

セーレンケーピー株式会社 
福井県 
福井市 

千円
98,000

オートモーティブ
ハイファッション 100.0 ― 

当社の繊維製品の
一部を編立加工し
ている。 
役員の兼任 ３人

アルマジャパン株式会社 
福井県 
坂井町 

千円
50,000

オートモーティブ
ハイファッション 100.0 ― 

当社の繊維製品の
一部を縫製加工し
ている。 
役員の兼任 ４人
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議決権の 
所有(被所有)割合 

名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

主要な事業 
の内容 所有 

割合(％)
被所有 
割合(％) 

関係内容 

株式会社セーレンオーカス 
福井県 
福井市 

千円
50,000 オートモーティブ 100.0 ― 

当社の繊維製品の
一部を縫製加工し
ている。 
役員の兼任 ４人

株式会社セーレン 
システムサービス 

福井県 
福井市 

千円
20,000 その他 100.0 ― 

当社利用のソフト
ウエアの一部を開
発している。 

セーレンリョーカ株式会社 
東京都 
港区 

千円
90,000

ハイファッション 100.0 ― 

当社の繊維製品の
一部を販売してい
る。 
役員の兼任 ２人

株式会社デプロ 
福井県 
福井市 

千円
20,000 ハイファッション 100.0 ― 

当社使用の製版の
外注委託をしてい
る。 

セーレンコスモ株式会社 
福井県 
福井市 

千円
10,000

その他 100.0 ― 役員の兼任 ２人

Seiren U.S.A. 
Corporation アメリカ 

千US＄
72,044

オートモーティブ 100.0 ― 役員の兼任 ５人

Viscotec Automotive 
Products LLC アメリカ 

千US$
44,205

オートモーティブ 100.0
(100.0) ― 役員の兼任 ４人

Viscotec U.S.A. LLC アメリカ 
千US$
3,883

ハイファッション 100.0
(100.0) ― 役員の兼任 ４人

世聯汽車内飾（蘇州） 
有限公司 

中国 
千元

182,937
オートモーティブ 100.0

(100.0) ― 役員の兼任 ４人

Viscotec World  
Design Center LLC アメリカ 

千US$
100

オートモーティブ 100.0
(100.0) ― 役員の兼任 ３人

Saha Seiren Co.,Ltd. タイ 
千Baht
680,000

オートモーティブ 95.7 ― 

当社の繊維製品の
一部を縫製加工し
ている。 
役員の兼任 ４人

Seiren Produtos  
Automotivos Ltda. ブラジル 

千R$
22,266

オートモーティブ 92.9 ― 役員の兼任 ２人

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しています。 

２ 上記子会社のうちＫＢセーレン株式会社、Seiren U.S.A. Corporation、Viscotec Automotive Products LLC、

世聯汽車内飾（蘇州）有限公司、及びSaha Seiren Co.,Ltd.は特定子会社であります。 

３ 上記会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。 

４ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。 
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経  営  方  針 

 

１．経営の基本方針 

  当社は、「21世紀のグッドカンパニー」の実現を目指し、株主・顧客・社員・地域社会

の皆様方から高い信頼をいただける企業経営の遂行を基本方針としております。この方針

のもと、「５ゲン主義」（原理・原則・現場・現物・現実）活動を共通の意識として、企

業構造の革新と企業体質の強化に積極的に取り組んでおります。「のびのび いきいき ぴ

ちぴち」の経営理念のもと、社員一人ひとりがお客様、生活者あるいは株主の視点で、

自主性、責任感、使命感を持ち、不条理・矛盾を許さないフェア精神とコンプライアン

スの精神を持って働くことが業績の向上をもたらし、ひいては企業価値の向上および社会

的責任を果たすことにつながるものと考えております。 

 

２．利益配分に関する基本方針 

  当社は、株主皆様への利益還元を経営の最重要課題として考え、安定的な配当を継続し

てまいりました。今後につきましても、引続き企業の安定成長、業績、財務状況、配当性

向、配当利回りなどを総合的に勘案し利益配分策を決定していきたいと考えています。 

 なお、平成18年5月より施行される新会社法施行後の当社の配当方針につきましては、従

来通り中間期末日及び期末日を基準とした年2回の配当を継続する予定です。 

内部留保資金につきましては、長期的な視点に立ってさらなる企業価値の向上あるいは

企業体質の強化のための有効活用に、すなわち事業を拡大するための戦略的設備投資、情

報化投資、研究開発投資、グローバル化投資およびＭ＆Ａ等を含めた事業投資に活用して

いきたいと考えております。 

 

３．投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式市場において適正な株価が形成されるためには「株式の充分な流動性」が

必要であり、そのためにはより多くの投資者の参加が必要と考えております。そしてその

施策の一つである「個人株主の参加の機会」を広げるために、投資単位の引下げについて、

業績・株価動向等を勘案し、慎重に検討してきました。その結果、平成18年3月15日開催の

取締役会において単元株式数を1,000株から100株に引下げることを決議し、平成18年5月1

日より東京証券取引所における売買単位も1,000株から100株に変更いたしました。 

今後も積極的な情報開示を通じて経営の透明性を高めるとともに、さらに個人投資者の

皆様にとっても投資し易い環境を整備してまいります。 

 

４．中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

  この10数年来、当社は“変えようセーレン、変わろうセーレン”をスローガンに「企

業革命：繊維産業から情報産業へ」に全力を注入してまいりました。その基本戦略は下記

の４つの課題に対する取り組みであります。 

 （１）「情報化・流通ダイレクト化」・ITを活用して、新しい産業形態の構築に挑戦 

（２）「非衣料・非繊維化」・・・・・オンリーワン技術による高付加価値化 
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（３）「グローバル化」・・・・・・・地球規模での生産、販売 

（４）「企業体質の強化」・・・・・・のびのび いきいき ぴちぴちで、強い企業体質へ 

これら４つの基本戦略は1988年に設定したものですが、バブル期から現在まで企業を取

り巻く環境や社会構造・流通構造は大きく激変したにもかかわらず、結果として得られた

成果から考えて、将来を見据えた戦略であったと確信しています。今後についても引き続

き重要な経営戦略として推進し、さらなる進化を図ってまいります。 

具体的には、 

（１）情報化・流通ダイレクト化 

① 企画・製造・販売の一貫機能を備え、生活者のニーズ・ＣＳに即座に対応で

きるビジネスモデルを構築 

② デジタルプロダクションシステム「Viscotecs®」と当社ＳＣＭ（サプライ

チェーン・マネジメント）システムを駆使して、「小ロット・短納期・在庫

レス・カスタムオーダー・オンネット」ビジネスの展開 

③ 当社オリジナルブランドの小売り事業(ＳＰＡ)と「水着ＮＡＶＩ」などの

パーソナルオーダービジネスの積極展開 

（２）非衣料・非繊維 

① 電磁波シールド材「プラット®」におけるＰＤＰ（プラズマディスプレイパ

ネル）事業とガスケット材事業の拡大および次世代戦略商品の開発 

② シルクたんぱく質「セリシン」における化粧品事業の拡大および医療分野で

の新展開 

③ 非繊維素材を対象とした次世代ビスコテックスの開発 

④ ハウスラップ材「ラミテクト®」シリーズの拡販およびニッチマーケットへ

のオンリーワン高付加価値商品の販売 

（３）グローバル化 

① オートモ－ティブ海外事業の世界シェア拡大と6極体制ネットワーク化 

② 「Viscotecs®」のグローバル展開：Viscotec EU S.p.A.を再編成し、ＥＵマ

ーケットへのマーケティングおよび販促強化 

（４）企業体質の強化 

① ５ゲン主義の徹底：ツールとして、「整流活動」「みえる化」「見つけまし

たね運動」「革命的ＶＡ活動」「改革小集団活動」等 

② 本社改革：社長スタッフとしての役割・責任を再構築 

③ 経営効率向上のための改革：スピード経営を遂行するための経営情報システ

ムの充実 

④ グループ連結経営の強化：グループ企業全体の最適な企業統治システムの構

築とグループ各社との事業インテグレート強化 

 

  以上、今後も“変えよう、変わろう”を合言葉に、改革の手を緩めることなくこれらの

課題を着実にこなし、「生活価値創造企業」を目指して邁進していきます。 
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５．目標とする経営指標 

  当社は、売上高営業利益率10％以上を出し続けられる企業となることを目標とし、ま

た株主重視という観点から、連結ベースでROE（株主資本利益率）10％達成を目指してお

ります。さらには、株主資本比率、キャッシュ・フローなどの経営指標を活用し、企業価

値を高めるための経営資源の効率的投入を図る考えであります。 
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経営成績および財政状態 

 

１．経営成績 

 （１）当期の業績の概況および部門別概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、ながらく続いたデフレスパイラルからようや

く脱却し、景気回復を実感できる環境になってきました。その大きな要因としましては、

バブル経済崩壊以降に企業が直面していた３つの過剰（債務、設備、雇用）を克服し、

設備投資が積極的に行われるようになったことや個人消費が徐々に戻りつつあること、

また円安の追い風を受け輸出関連や自動車を初めとする海外事業が好調であったこと、

そして米国・中国を中心とした世界経済も順調だったということなどが挙げられます。 

しかしその一方で、年初来の原油・ガス高騰による日本経済への影響は大きく、エネ

ルギーコストばかりでなく原材料コストも上昇し始め、「企業物価」にも影響を及ぼし始

めました。当社におきましても、これらの原油高による直接的な影響に加え、市場の低

価格化対応にもさらされ、オートモーティブ分野における自動車内装材やエレクトロニ

クス分野における電磁波シールド材などで厳しい価格ダウン要請を受け、その対応を余

儀なくされました。 

また、当期は当社にとって、大きな節目となる年度でもありました。旧カネボウ㈱繊

維事業（カネボウ合繊㈱のポリエステル事業、ナイロン事業、カネボウ繊維㈱の天然繊

維事業）を営業譲受したＫＢセーレン㈱が平成17年7月1日よりセーレングループに加わ

り、同10月14日には当社がコールオプションを行使して100％子会社となりました。そし

てこの９ヶ月間事業再生に向け、当社グループは多くの経営資源を投入し、最大限の経

営支援を重ねてまいりました。 

このような状況の下、当社グループは「21世紀のグッドカンパニー」を目指して、「情

報化・流通ダイレクト化」「非衣料・非繊維化」「グローバル化」を推進し、さらに、「５

ゲン主義」（原理・原則・現場・現物・現実）活動を基本とした「企業体質の強化」を強

力に推し進めてまいりました。そしてこれらの成果として、当期は３期連続して過去最

高の連結業績をあげることができました。 

具体的には、「情報化・流通ダイレクト化」では、デジタルプロダクションシステム

「Viscotecs®」によるアパレル製品事業、およびＳＰＡ（自社ブランドの企画・製造・
小売）事業を強力に推進してきました。そしてＫＢセーレン㈱の原糸販売についても「も

のづくりの中での糸づくり」というコンセプトで、最終ユーザーの視点での原糸の開発・

製造・販売に軸足を転換しました。「非衣料・非繊維化」としましては、パソコンやＰＤ

Ｐ（プラズマディスプレイパネル）の好調による電磁波シールド材「プラット®」の大
幅数量増への対応、ＫＢセーレン㈱のワイピングクロス「ザビーナ®」やハウスラップ
材「ラミテクト®」などの着実な伸び、化粧品事業「コモエース®」の大幅な伸びにより、
順調に推移しました。また「グローバル化」では自動車内装材事業において、世界6拠点

で、世界戦略車に同じ品番・同じスペックのものを同時に供給する体制を完成し、特に

米国、タイ、ブラジルなどで売上高・利益とも過去最高を更新しました。（海外子会社合

計売上高120億53百万円（前期比 38.2％増）、営業利益12億43百万円（同 51.8％増））
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また原価低減策としましては、「整流活動」「革命的ＶＡ活動」「見つけましたね運動」「改

革小集団活動」などを強力に展開し、大きな成果を得ることができました。 

その結果、当期の業績は、ＫＢセーレン㈱が加わったこともあり、売上高は1,013億19

百万円（前期比 41.6％増）、経常利益は68億24百万円（同 35.4％増）と大幅な増収増益

となりました。また、当期純利益は13億66百万円の減損処理をしたにもかかわらず、35

億57百万円（同 91.2％増）とほぼ倍増となりました。これは、前期に引き続き３期連続

で増収増益を達成し、売上高、経常利益、当期純利益とも、過去最高を更新しておりま

す。また、ＫＢセーレン㈱において、構造改善費用、特別修繕費用、ナイロン事業集約

費用、不良資産の棄却・処分など10億90百万円を、今期限りの特別費用として計上して

おります。 

なお、当期末の利益配当金につきましては、「利益配分に関する基本方針」に基づき、

1株当たり5円とし、中間配当金（１株当たり5円）と併せ、年間を通じて1株当たり10円

にしたいと考えています。 

 

今回の旧カネボウ㈱繊維事業の営業譲受により、当社グループは「原糸製造機能」「天

然繊維事業」を持つことになり名実ともに「総合繊維メーカー」となる事が出来ました。

そして、今回の譲受事業と当社がこれまで構築してきた「織・編から製造販売までの一

貫機能」とを融合させることによって川上から川下まで完全内製化できる「世界初のビ

ジネスモデル」が可能となりました。このことは今までの繊維業界の常識を一変し、そ

れぞれの工程毎に別々の会社が大きなムダ・ロスを生み出していた繊維業界を「一貫機

能」と「Viscotecs®」により、もっとも合理的で安くて良い商品・サービスをお客様に
お届けできるということになります。すなわち「小ロット」「短納期」「在庫レス」「カス

タマイズ」「オンネット」で、世界65億人一人ひとりにカスタマイズされた商品を提供す

るという夢に一歩近づいたことを意味します。今後は、これらの実現と同時に、従前の

繊維産業から脱皮し、「生活価値創造企業」を目指して邁進して参ります。 

 

当期の事業別概況は次の通りであります。 

 

（オートモーティブ事業） 

シート事業・エアバッグ事業において、売価ダウンの要請や仕入原糸の単価値上げ

など非常に厳しい市場環境の中、「整流活動」「革命的ＶＡ活動」「改革小集団活動」に

よる徹底した原価低減活動や歩留まりの改善および海外拠点における大幅な生産数量

増への対応（当期海外子会社設備投資34億円）を行い、また、さらにはＫＢセーレン

㈱の内装材売上も加わったことにより、増収増益となりました。 

当事業の売上高は422億円（前期比 23.5％増）、営業利益は36億円（同 22.9％増）

となりました。 

 

（ハイファッション事業） 

売上面では、アパレル子服分野で苦戦をしたもののインナーにおける新商品のヒッ

トやシームレス商品「プリモ－ディアル®」の好調などが売上高増に大きく貢献しま
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した。さらに、ＫＢセーレン㈱でのハイファッション売上高が加わり、全体では大幅

増収となりました。利益面では、「Viscotecs®」による在庫レス経営や収益率の高い
ＳＰＡ事業が伸びたこと、さらに生産における「整流活動」「革命的ＶＡ活動」などの

ロス・ムダの削減や原価低減活動が利益に貢献しましたが、原油高によるエネルギー

コスト高騰の影響を受けたことや、ＫＢセーレン㈱の不採算事業が加わったこと、同

じく事業再生のための構造改善費用など（当事業のみで4億89百万円：今期限り）を計

上したため、大幅減益となりました。 

当事業の売上高は342億円（同 63.3％増）、営業利益は3億51百万円（同 70.9％減）

となりました。 

 

（エレクトロニクス事業） 

当事業の主力である電磁波シールド材「プラット®」において、世界的な薄型テレ
ビの需要増に伴い、ＰＤＰの重要な部品である当社繊維メッシュの受注数量は倍増し

ましたが、一方で製品販売価格の大きな下落により、繊維メッシュの厳しい値下げ要

請がありました。これら急激な数量増にはフル操業や一部設備改造によって、また値

下げ要請については原価低減や品質歩留まりの改善で対応しました。また、ＫＢセー

レン㈱の高収益事業である「ザビーナ®」事業（半導体用ワイピングクロスや光学用
ワイピングクロス）が加わったことにより、事業全体では大幅な増収増益となりまし

た。 

当事業の売上高は105億円（同 65.1％増）、営業利益は14億46百万円（同 67.0％増）

となりました。 

 

（ハウジング事業） 

ハウスラップ材「ラミテクト®」「ルーフラミテクト®」「モルタルラミテクト®」や
床養生シート「ヌレイン」など当社オンリーワン商品が着実に売上高を拡大、さらに

ＫＢセーレン㈱の寝装用綿織物などが加わり、当事業の売上高は増収となりました。

利益面では、オフィスインテリアやマッサージ機基布等のインテリア事業が低迷しま

したが、全体では増益と順調に推移しました。 

当事業の売上高は101億円（同 21.6％増）、営業利益は9億54百万円（同 6.0％増）

となりました。 

 

（メディカル事業） 

化粧品事業「コモエース®」において、首都圏を中心に展開したメディア広告など
の成果により新規顧客数が増加（年間ベース8,000人増）、前期比売上高25％増と伸び

ました。一方ＫＢセーレン㈱のメディカル関連商品である伸縮性貼付剤基布や逆浸透

膜材などが加わり、事業全体として大幅な増収と増益を達成することができました。 

当事業の売上高は31億円（同 248.5％増）、営業利益は60百万円となりました。 

また「ピュアセリシン」の医療関連分野への新規用途として臓器培養液、酵素保護

剤、検査剤培地などの開発がありましたが、売上高に結びつくのは来期以降の見込み

です。 
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（その他の事業） 

当社連結子会社である㈱セーレンシステムサービスが、オンリーワンソフトウエア

として、本格的なメディカルパッケージソフトの開発および外販活動をしてまいりま

したが、ようやくその売上成果を得られる段階になりました。その結果、その他の事

業全体では売上高10億円（同 37.0％増）、営業利益2億42百万円（同 58.4％増）と増

収増益になりました。 

 

（２）次期の見通し 

景気の先行きの大きな懸念材料となっている原油・ガス価格については、最近になっ

て、落ち着くどころかますますとどまるところを知らない様相さえ見せ始めています。

また、金利の上昇や米国、中国を中心とした世界経済の動向、為替の動向などにおいて

も、予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

このような状況下、当社グループが次期において対処すべき重要な経営課題としまして、

次の７項目があります。 

① ＫＢセーレン㈱の早期再生 

当社グループに加わってから９ヶ月が経ち、その間当社グループは総力を挙げて、

事業の移管、設備投資（41億円余）、事業構造の改革、組織改革、管理手法の改革、

意識の改革、などを強力に進めてきました。しかし、まだ期待する改革の成果やコラ

ボレーションによるシナジー効果は充分得られていなく、引き続き次期も最重点課題

として取り組みます。 

② 原油・ガス価格の高騰対策 

昨年の夏から続く原油・ガスの高騰はとどまるところを知らず、非常に高い水準（前

年対比1.6倍強）になっています。これらの対策として、自家発電の停止や代替え燃料

への転換、および代替え原材料への変更、製造工程の見直し、歩留まりの改善など省

エネルギーにつながる活動を徹底して実施してまいります。 

③ 厳しい売価ダウンへの対応 

薄型テレビに代表されるデジタル家電において世界的に製品価格が下落し、その部

品として使われている電磁波シールド材も大きな価格ダウンを要請されています。ま

た、自動車内装材やエアバッグも毎年厳しい価格ＶＡを要請されます。これらに対処

するため、コスト競争力のある新商品開発や全工程の見直しなどのＶＡ、ＶＥ活動を

進めていきます。 

④ グループ経営の強化 

ＫＢセーレン㈱が加わったことや国内子会社、海外子会社が大きくなるにつれ、ま

すますグループ企業全体の統治が重要課題となってきました。またそれぞれの特徴、

役割を生かしたシナジー効果の最大化戦略も大きな課題であり、グループ経営強化の

ための仕組みづくりを行ってまいります。 

⑤ 人材育成・確保 

最近の当社グループにおける急速な事業の拡大と多様化、および少子化問題や2007

年問題などで慢性的な人材不足になりつつあり、人材の確保・育成が急務となってい

ます。これらに対処するため、全社を挙げて対策を立案し実行します。 
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⑥ 研究開発の強化 

昨年より約30億円を投じ生活科学総合ステーション敷地内に建設中であった研究開

発センターが、平成18年3月23日に竣工しました。当センターは、グローイング・コク

ーン（成長する繭）をコンセプトに、当社の技術を全てここに集約し、最先端技術の

研究、オンリーワン商品の開発、ソフトウェアの開発などをスピーディに行い、セー

レンの未来を築く礎にしていきます。 

⑦ 会社法への対応 

平成18年5月1日から施行の会社法に対応するため、内部統制システムの構築や業務

監査の強化など経営の透明性を高めるための仕組みづくりや整備をしていきます。 

 

また、「攻めの経営」としての戦略的経営課題として、「情報化・流通ダイレクト化」

戦略では、「Viscotecs®」システムを核にして、製品事業・ＳＰＡ事業をさらに推し進

めるべく、「プリモ－ディアル®」「アンテリク」など新ブランドの上市・育成と直営店の

新規出店、ネットビジネスの拡充などを図り、売上高および利益率を高めてまいります。

また「VISCO NAVI」システムを拡充し、パーソナルオーダービジネス構築に本格的に取

り組んでいきます。「非衣料・非繊維化」戦略では、電磁波シールド材での大幅な数量

増対応、新商品の開発、化粧品「コモエース®」での新規顧客の大量獲得、「ピュアセ

リシン」の医療分野への進出、ハウスラップ材「ラミテクト®」シリーズの営業拠点拡

充などに取り組み、さらなる拡大戦略を進めていきます。「グローバル化」戦略では、

海外子会社Viscotec Automotive Products LLC（米国）、Saha Seiren Co.,Ltd.（タイ）、

Seiren Produtos Automotivos Ltda.（ブラジル）の生産能力増強、世聯汽車内飾(蘇州)有

限公司（中国）でのカーシート工場の早期フル稼働など、現地日系自動車メーカーから

の要望に応えてまいります。また「企業体質の強化」としては、引き続き「５ゲン主義」

に基づく「整流活動」「革命的ＶＡ活動」「見つけましたね運動」「改革小集団活動」

を推進していきますが、次期はこれらに加え、全ての仕事において、仕事の質や結果で

ある成果・付加価値をもう一段アップさせるための「ワンランクアップ運動」を展開し、

確実な成果につなげてまいります。 

 

以上、生き残りから勝ち残りへと軸足を移し、常に高い志を掲げ、さらなる企業価値

の向上に努めていく所存であります。 

 

次期連結業績の見通しにつきましては、売上高 1,100億円（前期比 8.6％増）、経常

利益75億円（同 9.9％増）、当期純利益43億円（同 20.9％増）を予想しております。次

期の配当につきましては、１株当たり年間配当金を5円増配し15円とし、中間配当金、期

末利益配当金それぞれ１株当たり7円50銭とさせていただく予定です。 

なお、ＫＢセーレン㈱の連結につきましては、当中間期より新規の連結子会社となっ

たため連結調整勘定（貸方）が計上され、事業譲受益が発生しました。この事業譲受益

を5年間（平成17年7月～平成22年6月）で均等償却することとし、その償却額は営業外収

益に計上しております。 
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２．財政状態 

当期末の総資産は、ＫＢセーレン㈱が新たに連結子会社となったことなどにより、受

取手形・売掛金、棚卸資産などが増加し、全体で前期末と比較して280億2百万円増の1,008

億78百万円となりました。負債は、新株予約権付社債が株式転換により減少しましたが、

支払手形･買掛金、短期借入金および連結調整勘定の増加などにより、187億65百万円増加

し、573億61百万円となりました。株主資本は、新株予約権付社債の株式転換による資本金

および資本剰余金の増加や利益剰余金の増加などにより、91億81百万円増加し、427億38百

万円となりました。なお、当期末現在までの新株予約権付社債の転換行使額は39億50百万

円であり、社債残高は50百万円となっております。 

当期のキャッシュ・フローの状況、並びに現金及び現金同等物の増減と残高は以下の

通りです。 

                                                                   （百万円） 

区   分 当  期 前  期 増  減 

  現金・現金同等物期首残高      7,995    7,593      401 

  営業活動によるキャッシュ・フロー      4,671      6,567   △ 1,896 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △ 9,144   △ 3,663   △ 5,480 

  財務活動によるキャッシュ・フロー    4,987 △ 2,439  7,427 

  現金及び現金同等物に係る換算差額等        286   △    71        358 

  現金及び現金同等物増加額        801      391      409 

 新規連結に伴う現金及び現金同等物増加    －       10 △    10 

  現金及び現金同等物期末残高      8,797      7,995        801 

 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加による支出60億35百万円や法人

税等の支出20億65百万円などがありましたが、税金等調整前当期純利益64億90百万円のほ

か、仕入債務の増加額32億52百万円や、減価償却費34億29百万円、減損損失13億66百万円

等の非資金取引項目があり、全体では46億71百万円の収入となりました。投資活動による

キャッシュ･フローは、「研究開発センター」建設などの設備投資による支出83億33百万

円などにより、全体で91億44百万円の支出となりました。その結果、フリー･キャッシュ･

フローは44億73百万円のマイナスとなりました。また、財務活動によるキャッシュ･フロー

は、借入金の純増などにより49億87百万円の収入となりました。これらの結果、現金及び

現金同等物は前期末より8億1百万円増加し、期末残高は87億97百万円となりました。 

 

なお、キャッシュ・フロー等に関する主要指標の推移は下記の通りです。 

 平成14年

3月期 

平成15年

3月期 

平成16年

3月期 

平成17年 

3月期 

平成18年

3月期 

株主資本比率（％） 50.9 47.7 45.3 46.0 42.4

時価ベースの株主資本比率（％） 33.0 37.5 56.1 69.8 117.9

債務償還年数（年） 3.0 5.5 3.0 1.9 3.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ 29.4 19.6 36.0 54.6 39.8
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（注）株主資本比率        ：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率 ：株式時価総額／総資産 

債務償還年数       ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出してお

ります。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フ

ローを使用しております。有利子負債は、短期借入金、長期借入金、新株予約権付社債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払

い額を使用しております。 

 

３．事業等のリスク 

当社グループは、幅広い事業分野にわたり、国内はもとより世界各地で事業活動を行

っております。そのため、当社グループの事業活動は多岐にわたる要因の影響を受けま

す。その主なものは次の通りです。 

(１) 海外活動に潜在するリスク 

 当社グループは、グローバル化事業において海外（米国、ブラジル、タイ、中

国など）に子会社を設立し、製造・販売活動を行っていますが、これらの地域・

国において、危機管理の想定外での政治的・社会的問題が生じたときは、当社グ

ループの経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 

(２) 為替相場の変動について 

当社グループは、グローバル化事業において海外子会社に対する投融資を進め

ておりますが、この海外子会社に対する円建て融資において、為替レートが変動す

ることにより為替差損益が発生します。計画において妥当な為替レートを設定して

おりますが、想定できない幅での変動に進んだ場合、関連する事業グループの経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(３) 原油・ガス価格の変動リスク 

① 当社グループは、原油・ガス高騰への対策として、代替えエネルギー源である電気、

天然ガス、その他燃料などへの転換を図ってきましたが、今後さらに予期せぬ水準に

まで高騰すると、関連する事業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 当社グループの製品に、石油化学製品を原材料にしているものが多く、その仕入

れ価格は原油価格の変動の影響を受けることがあります。その場合は関連する事業

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

(４) 急速な技術革新について 

 当社グループの各事業分野において新しい技術が急速に発展しております。特にエ

レクトロニクスの分野においては技術革新の速度は顕著であり、これらに対して競争

力を維持するため、迅速かつ優れた費用効率で研究開発や製造・販売の施策を講じる

ことが必要です。しかし、最大限の努力を払って危機回避をしながら進めてきても、

全てが必ず成功する保証はなく、これらが予定通り進展しなかった場合には、関連す

る事業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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比較増減

構成比 構成比

       （資  産  の  部） 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

 流動資産 50,593 50.2 33,234 45.6 17,359

現金及び預金 8,829 8,027 801

受取手形及び売掛金 25,012 16,867 8,145

たな卸資産 14,595 6,893 7,701

繰延税金資産 1,127 763 363

その他の流動資産 1,105 704 400

貸倒引当金 △ 76 △ 23 △ 52

 固定資産 50,284 49.8 39,641 54.4 10,642

    有形固定資産 40,020 39.6 31,688 43.5 8,332

建物及び構築物 14,307 9,530 4,777

機械装置及び運搬具 14,588 10,242 4,345

工具器具及び備品 768 499 268

土地 9,301 8,518 782

建設仮勘定 1,055 2,897 △ 1,842

    無形固定資産 587 0.6 569 0.8 18

    投資その他の資産 9,676 9.6 7,383 10.1 2,292

投資有価証券 4,149 3,111 1,038

繰延税金資産 4,579 3,403 1,175

その他の投資その他の資産 1,014 993 21

貸倒引当金 △ 30 △ 123 93

投資損失引当金 △ 36 -                  △ 36

　　資　　産　　合　　計 100,878 100.0 72,876 100.0 28,002

（平成17年3月31日現在）科 目

比較連結貸借対照表

当連結会計年度

（平成18年3月31日現在）

前連結会計年度
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比較増減

構成比 構成比

（平成17年3月31日現在）科 目

比較連結貸借対照表

当連結会計年度

（平成18年3月31日現在）

前連結会計年度

　　　　（　負　債　の　部　） 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

　流　動　負　債 35,984 35.6 18,363 25.2 17,620

支払手形及び買掛金 19,785 11,939 7,846

短期借入金 6,164 883 5,281

未払金 2,678 1,911 767

未払法人税等 3,929 1,041 2,888

未払消費税等 -                  181 △ 181

未成工事受入金 33 29 3

賞与引当金 1,273 981 291

その他の流動負債 2,118 1,395 723

 固　定　負　債 21,377 21.2 20,232 27.8 1,144

新株予約権付社債 50 3,882 △ 3,832

長期借入金 8,830 7,984 845

役員退職慰労引当金 378 326 52

退職給付引当金 7,104 7,998 △ 893

連結調整勘定 4,995 25 4,969

その他の固定負債 18 15 3

 負　債　合　計 57,361 56.8 38,595 53.0 18,765

　　　（少 数 株 主 持 分）

 少　数　株　主　持　分 778 0.8 723 1.0 55

　　　（　資　本　の　部　）

17,394 17.2 15,362 21.1 2,032

16,713 16.6 14,690 20.1 2,022

7,869 7.8 4,871 6.7 2,997

1,460 1.5 573 0.8 886

179 0.2 △ 1,084 △ 1.5 1,263

△ 878 △ 0.9 △ 857 △ 1.2 △ 21

 資　本　合　計 42,738 42.4 33,557 46.0 9,181

100,878 100.0 72,876 100.0 28,002

為替換算調整勘定

負債、少数株主持分及び資本合計

その他有価証券評価差額金

資本金　　

資本剰余金

利益剰余金　　　　

自己株式　　　

－17－
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百万円 ％ 百万円 ％ 百万円

101,319 100.0 71,537 100.0 29,782

79,621 78.6 54,281 75.9 25,339

売上総利益 21,698 21.4 17,256 24.1 4,442

16,327 16.1 12,146 17.0 4,181

営業利益 5,371 5.3 5,109 7.1 261

1,762 1.7 242 0.3 1,519

77 49 28

37 28 8

連結調整勘定償却額 845 - 845

為替差益 585 - 585

215 164 51

308 0.3 313 0.4 △ 4

115 121 △ 6

175 78 97

為替差損 - 99 △ 99

17 13 4

経常利益 6,824 6.7 5,039 7.0 1,785

1,558 1.5 31 0.0 1,527

5 0 5

投資有価証券売却益 429 26 402

その他の投資売却益 - 0 △ 0

助成金収入 486 3 482

補償金収入 1 - 1

517 - 517

117 - 117

1,892 1.8 1,974 2.7 △ 82

243 270 △ 26

181 - 181

減損損失 1,366 - 1,366

48 2 46

その他の投資評価損 2 5 △ 3

その他の投資貸倒引当金繰入額 4 57 △ 52

- 79 △ 79

- 83 △ 83

- 394 △ 394

- 1,031 △ 1,031

投資損失引当金繰入額 36 - 36

8 50 △ 42

6,490 6.4 3,095 4.3 3,395

4,775 4.7 1,724 2.4 3,051

△ 2,059 △ 2.0 △ 536 △ 0.8 △ 1,523

216 0.2 46 0.1 170

3,557 3.5 1,861 2.6 1,696

役員退職金

当期純利益

少数株主利益

 特別損失

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

退職給付移行時差異償却

たな卸資産評価損

その他の特別損失

税金等調整前当期純利益

 売上原価

 売上高

 営業外費用

受取利息

 販売費及び一般管理費

 営業外収益

固定資産圧縮損

金 額

　　当連結会計年度　　

百分比金 額

比較増減

固定資産処分益

退職給付制度移行に伴う終了益

 特別利益

科 目

訴訟和解金

固定資産処分損

受取配当金

雑収入

雑損失

支払利息

持分法による投資損失

役員等退職慰労引当金繰入額

至　平成17年３月31日

比較連結損益計算書

　　前連結会計年度　　

金 額 百分比

自　平成17年４月 １日

至　平成18年３月31日

自　平成16年４月 １日

投資有価証券評価損

－18－
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百万円 百万円 百万円

（資本剰余金の部）

 資本剰余金期首残高 14,690 14,570 120

 資本剰余金増加高 2,022 120 1,902

増資による新株の発行 2,021 119 1,902

自己株式処分差益 1 0 0

 資本剰余金期末残高 16,713 14,690 2,022

（利益剰余金の部）

 利益剰余金期首残高 4,871 3,504 1,367

 利益剰余金増加高 3,557 1,861 1,696

当期純利益 3,557 1,861 1,696

 利益剰余金減少高 560 493 67

520 493 27

役員賞与 40 - 40

 利益剰余金期末残高 7,869 4,871 2,997

配当金

金 額金 額金 額

科 目

比較連結剰余金計算書

当連結会計年度

自　平成17年４月 １日

至　平成18年３月31日

前連結会計年度

自　平成16年４月 1日

至　平成17年３月31日

比較増減
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当連結会計年度 前連結会計年度

自　平成17年４月 １日 自　平成16年４月 1日

至　平成18年３月31日 至　平成17年３月31日

金 額金 額

百万円 百万円 百万円

１．営業活動によるキャッシュ・フロー

6,490 3,095 3,395
3,429 2,835 594

減損損失 1,366 -                         1,366
△ 845 3 △ 849

237 270 △ 32
48 2 46

△ 98 28 △ 127
278 △ 54 333
52 326 △ 273

△ 970 951 △ 1,921
△ 114 △ 78 △ 36

115 121 △ 6
175 78 97

△ 6,035 64 △ 6,100
△ 23 156 △ 179

3,252 1,161 2,090
△ 169 △ 114 △ 54
△ 448 △ 45 △ 402

小計 6,740 8,802 △ 2,061
113 84 29

△ 117 △ 120 2
△ 2,065 △ 2,198 132

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,671 6,567 △ 1,896

２．投資活動によるキャッシュ・フロー

-                         1,500 △ 1,500
△ 8,333 △ 4,910 △ 3,422

195 62 133
△ 324 △ 354 30

1,115 94 1,021
営業譲受に係る支出 △ 1,912 -                         △ 1,912

△ 16 △ 2 △ 14
130 △ 52 182

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 9,144 △ 3,663 △ 5,480

３．財務活動によるキャッシュ・フロー

4,010 -                         4,010
△ 800 △ 1,016 216

3,050 -                         3,050
△ 933 △ 1,036 103
△ 520 △ 493 △ 27
△ 10 △ 7 △ 3

192 113 78
財務活動によるキャッシュ・フロー 4,987 △ 2,439 7,427

286 △ 71 358
801 391 409
7,995 7,593 401

７．新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加高 -                         10 △ 10
8,797 7,995 801

４．現金及び現金同等物に係る換算差額

５．現金及び現金同等物の増加額

６．現金及び現金同等物の期首残高

８．現金及び現金同等物の期末残高

長期借入金の返済による支出

配当金の支払額

少数株主への配当金支払額

その他

その他

短期借入による収入

短期借入金の返済による支出

長期借入れによる収入

有形固定資産の売却による収入

投資有価証券の取得による支出

投資有価証券の売却による収入

子会社株式の取得による支出

利息の支払額

法人税等の支払額

有価証券の売却による収入

有形固定資産の取得による支出

仕入債務の増加額

未払消費税等の減少額

その他

利息及び配当金の受取額

支払利息

持分法による投資損失

売上債権の増減額（△は増加）

たな卸資産の増減額（△は増加）

賞与引当金の増減額（△は減少）

役員退職慰労引当金の増加額

退職給付引当金の増減額（△は減少）

受取利息及び受取配当金

比較連結キャッシュ・フロー計算書

科 目 比較増減

投資有価証券評価損

貸倒引当金の増減額（△は減少）

税金等調整前当期純利益

減価償却費

連結調整勘定償却額

有形固定資産処分損

－20－
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連結財務諸表作成のための基本となる事項 

 

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結子会社はＫＢセーレン株式会社、ＫＢインテックス株式会社、セーレン商事株式会社、セーレ

ン電子株式会社、セーレンハウジング株式会社、株式会社ナゴヤセーレン、グンセン株式会社、セー

レンケーピー株式会社、アルマジャパン株式会社、株式会社セーレンオーカス、株式会社セーレンシ

ステムサービス、セーレンリョーカ株式会社、株式会社デプロ、セーレンコスモ株式会社、Seiren U.S.A. 

Corporation、Viscotec Automotive Products LLC、Viscotec U.S.A. LLC、世聯汽車内飾（蘇州）有

限公司、Viscotec World Design Center LLC、Saha Seiren Co.，Ltd.、Seiren Produtos Automotivos 

Ltda.の２１社であります。なお、ＫＢセーレン株式会社は新規設立されたことから、ＫＢインテック

ス株式会社は子会社となったことから、当連結会計年度から連結子会社に含めることとしております。 

（２）非連結子会社は松屋ニット株式会社、福井大手町ビル株式会社、株式会社ヘイセイクリエイト、

Viscotec EU S.p.A.の４社であります。 

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

持分法の適用から除外した非連結子会社４社（松屋ニット株式会社、福井大手町ビル株式会社、株式

会社ヘイセイクリエイト、Viscotec EU S.p.A.）の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）はいずれも小さく、当期純損益及び利益剰余金に重要な影響を及ぼしておりません。

なお、関連会社のうち１社（木曽川染工株式会社）に対する投資については、従来持分法を適用して

おりましたが、重要性が減少したため持分法の適用範囲より除外しました。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は、Seiren U.S.A. Corporation、Viscotec Automotive 

Products LLC、Viscotec U.S.A. LLC、世聯汽車内飾（蘇州）有限公司、Viscotec World Design Center 

LLC、Saha Seiren Co.，Ltd.、Seiren Produtos Automotivos Ltda.であります。 

いずれも、連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。なお、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

  （１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

      有価証券 

       満期保有目的の債券……償却原価法（定額法） 

       子会社株式………………移動平均法による原価法 

       その他有価証券 

         時価のあるもの……決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

         時価のないもの……移動平均法による原価法 
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       デリバティブ……………時価法 

      たな卸資産…………………主として移動平均法による原価法を採用しております。ただし、仕掛

加工料については、売価還元法による原価法を、引取品については、

先入先出法による低価法を採用しております。 

                  また、在外連結子会社は、主として先入先出法による低価法を採用し

ております。 

  （２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

      有形固定資産の減価償却の方法は、定率法を採用しております。ただし、平成１０年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。一部の国内

連結子会社及び在外連結子会社は定額法を採用しております。 

      無形固定資産の減価償却の方法は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエア

については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。 

  （３）重要な引当金の計上基準 

      貸倒引当金……………売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実 

                績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検 

                討し、回収不能見込額を計上しております。 

      賞与引当金……………従業員の賞与の支給に充てるため、当連結会計年度の負担すべき支給見込 

                額を計上しております。 

      役員退職慰労引当金…当連結会計年度における当社取締役会において、平成１７年３月期にかか 

                わる定時株主総会の日をもって退職慰労金制度を改定することとし、当連 

                結会計年度までの在任期間中の職務遂行の対価部分相当を支給すべき退 

                職慰労金の額として決定したことにより、当該金額を計上しております。 

      退職給付引当金………従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務 

                及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生している 

                と認められる額を計上しております。 

                過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年 

                数（２年）による定額法により費用処理しております。 

                数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存 

                勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれ 

                ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

                なお、執行役員等に対する退職慰労引当金を含んでおり、その計上基準は 

                役員退職慰労引当金と同様であります。 

  （４）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

      外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として 

      処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は決算日の直物為替相場により円貨に換算 

      し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部に 

      おける為替換算調整勘定に含めております。 
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  （５）重要なリース取引の処理方法 

      リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につい 

      ては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  （６）その他  

      ①連結調整勘定の償却に関する事項 

        連結調整勘定の償却については、５年間及び１０年間の均等償却を行っております。 

      ②連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

        連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

      ③利益処分項目の取扱いに関する事項 

        連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、連結会計年度中に確定した利益処分に 

        基づいて作成しております。 

      ④消費税等の会計処理 

        消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。 

 

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

     連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し 

     可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得 

     日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

（会計方針の変更） 

  固定資産の減損 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計

審議会平成 14 年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号 平成 15 年 10 月 31 日）を当連結会計年度から適用しております。これにより税金等調整前

当期純利益は 1,366,496 千円減少しております。 
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【連結貸借対照表に関する事項】

（１） 有形固定資産の減価償却累計額 57,516 　百万円 55,464 　百万円

【連結損益計算書に関する事項】

当連結会計期間において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類 減損損失

福井県福井市 賃貸用不動産 土地 742 百万円

福井県福井市 賃貸用不動産 土地、建物等 436 百万円

福井県武生市 賃貸用不動産 土地、建物 26 百万円

福井県坂井市 遊休資産 土地 52 百万円

福井県坂井市 遊休資産 土地 71 百万円

東京都港区 その他 その他 36 百万円

当社グループは管理会計上の区分に基づきグルーピングを行い、遊休資産については各不動産等を

グルーピングの単位としております。

上記の資産について、地価の継続的な下落により時価の著しい下落が見られた賃貸用不動産、及び

遊休状態にあり時価の著しい下落が見られた土地等について、各々の帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額1,366百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当該資産の回収可能価額は、賃貸用不動産については、使用価値により測定しており、将来

キャッシュ・フローを５％で割り引いて計算しております。遊休資産等については、正味売却価額

により測定しており、固定資産税評価額等を参考にして評価しております。

【連結キャッシュ・フロー計算書に関する事項】

（１） 連結貸借対照表上の現金及び預金勘定及び有価証券勘定期末残高と、キャッシュ・フロー計算書上の

現金及び現金同等物期末残高との調整

現金及び預金勘定 8,829 　百万円 8,027 　百万円

預入期間が３ヶ月を越える定期預金等 △ 32 　百万円 △ 32 　百万円

有価証券勘定 － 　百万円 － 　百万円

現金及び現金同等物 8,797 　百万円 7,995 　百万円

（２） 重要な非資金取引の内容

1,921 　百万円

1,910 　百万円

3,832 　百万円

【リース取引に関する事項】

当社は、証券取引法２７条の３０の６の規定に基づき電子開示手続きを行っているため記載を省略しております。

【デリバティブ取引に関する事項】

当社は、証券取引法２７条の３０の６の規定に基づき電子開示手続きを行っているため記載を省略しております。

新株予約権付社債に付された新株予約権の
行使による資本金増加額

新株予約権付社債に付された新株予約権の
行使による資本準備金増加額

　注   記   事   項　

（当　　　期） （前　　　期）

平成18年3月31日 平成17年3月31日

（当　　　期）
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繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

繰延税金資産

賞与引当金損金算入限度超過額 513 　百万円

退職給付引当金損金算入限度超過額 2,827 　百万円

税務上の繰越欠損金 994 　百万円

棚卸資産・固定資産等の未実現利益 608 　百万円

その他 2,533 　百万円

繰延税金資産小計 7,477 　百万円

評価性引当額 △ 739 　百万円

繰延税金資産合計 6,738 　百万円

繰延税金負債

貸倒引当金調整（債権債務相殺） △ 35 　百万円

その他 △ 1,016 　百万円

繰延税金負債合計 △ 1,051 　百万円

繰延税金資産の純額 5,687 　百万円

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 1,127 　百万円

固定資産－繰延税金資産 4,579 　百万円

流動負債－その他の流動負債 △ 1 　百万円

固定負債－その他の固定負債 △ 18 　百万円

　税   効   果   会   計　

平成18年3月31日
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１．事業の種類別セグメント情報
単位：百万円

ｵｰﾄ
ﾓｰﾃｨﾌﾞ

ﾊｲ
ﾌｧｯｼｮﾝ

ｴﾚｸﾄﾛ
ﾆｸｽ

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ﾒﾃﾞｨｶﾙ その他 計
消去又は
全社

連結

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 42,224 34,226 10,511 10,190 3,149 1,017 101,319  - 101,319
　（２）セグメント間の内部売上高　
　　　　または振替高

計 42,239 34,301 12,361 11,591 3,150 2,331 105,977 (4,657) 101,319
　　営　業　費　用 38,639 33,950 10,914 10,636 3,089 2,089 99,320 (3,371) 95,948

　　営　業　利　益 3,600 351 1,446 954 60 242 6,656 (1,285) 5,371

Ⅱ.資産、減価償却費及び資本的支出

　　資　　　　　　産 38,360 31,768 12,605 7,395 3,505 2,199 95,832 5,046 100,878
　　減 価 償 却 費 1,622 1,080 662 94 46 16 3,522 (93) 3,429
　　資 本 的 支 出 4,410 2403 787 558 367 272 8,801 (272) 8,529

単位：百万円

ｵｰﾄ
ﾓｰﾃｨﾌﾞ

ﾊｲ　　ﾌｧｯ
ｼｮﾝ

ｴﾚｸﾄﾛ
ﾆｸｽ

ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ ﾒﾃﾞｨｶﾙ その他 計
消去又は
全社

連結

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 34,188 20,953 6,368 8,379 903 742 71,537  - 71,537
　（２）セグメント間の内部売上高　
　　　　または振替高

計 34,219 21,006 7,977 10,895 904 1,500 76,503 (4,965) 71,537
　　営　業　費　用 31,288 19,799 7,111 9,994 917 1,347 70,458 (4,030) 66,427

　　営業利益または営業損失(△) 2,930 1206 866 901 △ 13 153 6,045 (935) 5,109

Ⅱ.資産、減価償却費及び資本的支出

　　資　　　　　　産 31,612 19,363 9,579 6,128 846 1,861 69,391 3,484 72,876
　　減 価 償 却 費 1,314 1,090 449 92 28 16 2,992 (157) 2,835
　　資 本 的 支 出 2,577 839 1,593 51 54 6 5,123 (55) 5,068

　　(注)　１． 事業区分は、製品の種類及び用途の類似性を勘案して区分しております。

２． 各事業の主な製品等

　自動車内装材、カーシート、エアバッグ
　各種衣料製品、衣料用繊維加工
　電磁波シールド材、防塵着、電子機器
　建築用資材、インテリア用資材、建築、不動産
　化粧品、浄水器およびフィルター
　コンピュータソフトウエア、保険代理業

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主なものは、当社の
総務部門等管理部門に係る費用であります。

当　　　期
前　　　期

４． 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金
（現金及び預金）、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。

当　　　期
前　　　期

(4,965)  - 

前　　　　　　　　　　期

30 52 1,608 2,515 0 757 4,965

セ　グ　メ　ン　ト　情　報

　メディカル

 - 

当　　　　　　　　　　期

0 1,314 4,657 (4,657)

　その他

事　業　区　分 　　　　　　主　な　製　品　等

　オートモーティブ
　ハイファッション
　エレクトロニクス
　ハウジング

15 75 1,850 1,401

　１,１００百万円
　１,００４百万円

８,４４０百万円
６,１５７百万円
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２．所在地別セグメント情報

単位：百万円

日本 その他の地域 計 消去又は全社 連結
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 93,043 8,276 101,319  - 101,319
　（２）セグメント間の内部売上高　
　　　　または振替高

計 96,594 12,053 108,647 (7,327) 101,319
　　営　業　費　用 91,364 10,809 102,174 (6,225) 95,948
　　営　業　利　益 5,229 1,243 6,472 (1,101) 5,371

Ⅱ.資　　　　　　産 90,286 18,669 108,956 (8,077) 100,878

単位：百万円

日本 その他の地域 計 消去又は全社 連結
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 65,793 5,744 71,537  - 71,537
　（２）セグメント間の内部売上高　
　　　　または振替高

計 68,813 8,721 77,534 (5,997) 71,537
　　営　業　費　用 63,471 7,901 71,373 (4,945) 66,427
　　営　業　利　益 5,341 819 6,160 (1,051) 5,109

Ⅱ.資　　　　　　産 68,903 14,128 83,031 (10,155) 72,876

　　(注)　１． 国又は地域の区分方法
国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２． 日本以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。
（1）その他の地域…北米、南米、アジア

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。

３．海外売上高

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ

　　(注)　１． 国又は地域の区分方法
国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２． 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、海外売上高の合計のみ記載しており
ます。

３． 海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国または地域における売上高であります。

当　　　　　　　　　　　期

12,075
101,319

海外売上高 (百万円）
連結売上高 (百万円）
連結売上高に占める海外売上高の割合（％）

計

11.9

当　　　　　　　　　期

3,550 3,776 7,327 (7,327)  - 

前　　　　　　　　　期

3,020 2,976 5,997 (5,997)  - 

前　　　　　　　　　　　期
計

海外売上高 (百万円） 8,940
連結売上高 (百万円） 71,537
連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.5
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１．その他有価証券で時価のあるもの

（１） 1,060 3,550 2,489
1,060 3,550 2,489

（１） － － －
－ － －

 
２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成１７年４月１日　至平成１８年３月３１日）

（単位：百万円）

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

（１）

ユーロ円コーラブル債 200
（２）その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 301

１．その他有価証券で時価のあるもの

（１） 1,034 2,178 1,143
1,034 2,178 1,143

（１） 8 7 △ 0
8 7 △ 0

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成１６年４月１日　至平成１７年３月３１日）
（単位：百万円）

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

（１）

コマーシャル・ペーパー等 232
（２）その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 416

満期保有目的の債券

26 －

（ 前 期 末 ）

取　得　原　価 連結貸借対照表

株 式

株 式

計

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

計

株 式

782

満期保有目的の債券

売却額

429

当　　期

（単位：百万円）

区　　　　　　　分

連結貸借対照表計上額

計

（単位：百万円）

区　　　　　　　分
前　　　期

（平成１７年３月３１日現在）

売却損

26
売却額 売却益

区　　　　分

区　　　　分

差　　　　　　額取　得　原　価 連結貸借対照表
計　　上　　額

前　　期　（平成１７年３月３１日現在）

計　　上　　額

前　　期　（平成１７年３月３１日現在）

差　　　　　　額

当　　期（平成１８年３月３１日現在）

取　得　原　価 差　　　　　　額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

取　得　原　価 連結貸借対照表 差　　　　　　額

区　　　　分

計

有  　  価    　証   　券

（ 当 期 末 ）

株 式

（単位：百万円）

当　　期（平成１８年３月３１日現在）

計　　上　　額
連結貸借対照表

区　　　　分

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額
（平成１８年３月３１日現在）

計　　上　　額

売却益

－
売却損
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１．採用している退職給付制度の概要

２．退職給付債務に関する事項 （単位：百万円）

①退職給付債務 △ 15,188

②年金資産 6,869

③未積立退職給付債務（①＋②） △ 8,318

④会計基準変更時差異の未処理額 －

⑤未認識数理計算上の差異 356

⑥未認識過去勤務債務（債務の減額） －

⑦連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤＋⑥） △ 7,961

⑧前払年金費用 36

⑨退職給付引当金（⑦－⑧） △ 7,998

注：国内連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用に関する事項 （単位：百万円）

①勤務費用 580

②利息費用 351

③期待運用収益 △ 127

④会計基準変更時差異の費用処理額 1,031

⑤数理計算上の差異の費用処理額 421

⑥過去勤務債務の費用処理額 －

⑦退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） 2,256

⑧退職給付制度改定に伴う損益 －

⑨その他 －

⑩合計（⑦+⑧+⑨） 2,256

注１： 注１：

　 ２： ２：同左

　 ３： ３：同左

　 ４： ４：

　 ５： ５：

△ 517

46

341

同左

「⑨その他」は確定拠出年金への掛金でありま
す。

－

  退 職 給 付  

△ 8,500

1,436

△ 7,063

－

104

△ 102

241

245

至 平成18年3月31日

当 期

△ 34

812

簡便法を採用している国内連結子会社の退職給
付費用は「①勤務費用」に計上しております。

執行役員等に対する退職慰労引当金の退職給付
費用は「①勤務費用」に計上しております。

適格退職年金に対する従業員拠出額を控除して
おります。

　当社は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けておりましたが、平成17年9月30日付けで適格退職年金
制度を廃止し、平成17年10月1日付けで確定拠出年金制度及びキャッシュバランスプランを導入しております。
　国内連結子会社は、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

至 平成17年3月31日

数理計算上の差異処理額241百万円及び過去勤
務債務の処理額△34百万円を営業費用として計
上しております。なお、制度改定に伴い終了益
額517百万円を特別利益として計上しておりま
す。

会計基準変更時差異の費用処理額1,031百万円を
特別損失として計上し、また、数理計算上の差
異処理額421百万円を営業費用として計上してお
ります。

当 期 前 期

△ 38

－

（平成18年3月31日） （平成17年3月31日）

398

前 期

自 平成17年4月 1日 自 平成16年4月 1日

当 期

（平成18年3月31日）

前 期

（平成17年3月31日）

42

△ 7,104

△ 7,061
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４．退職給付債務の計算基礎に関する事項

（注）割引率の変更
制度改定に伴い、２.５％から
２.０％に変更しております。

（発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数
による定額法により按分した額
をそれぞれ発生の翌連結会計年
度から費用処理することとして
おります。）

自　平成16年4月 1日

至　平成17年3月31日

⑥会計基準変更時差異の処理年数

①退職給付見込額の期間配分方法

②割引率

③期待運用収益率

④過去勤務債務の額の処理年数

－

当 期

（同左）

自　平成17年4月 1日

至　平成18年3月31日

前 期

⑤数理計算上の差異の処理年数 ５年

主として５年

（同左）

５年

（発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数による
定額法により費用処理しており
ます。）

同左

２.５％

２.５％

２年

期間定額基準

２.０％

２.０％

２年
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１．生産実績
生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

単位：百万円

オートモーティブ
ハイファッション
エレクトロニクス
ハ ウ ジ ン グ
メ デ ィ カ ル
そ の 他
合 計

２．受注状況
親会社及び連結子会社は、受注生産形態をとらない製品が多いため、事業の種類別
セグメントごとに受注規模を示すことはしておりません。

３．販売実績
販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

単位：百万円

オートモーティブ
ハイファッション
エレクトロニクス
ハ ウ ジ ン グ
メ デ ィ カ ル
そ の 他
合 計

金　　　　額

事業区分
前　　　　期

事業区分
前　　　　期

37,375

14,756
12,174

32,970

3,917
1,883
213
24

金　　　　額

3,149

34,188
20,953
6,368
8,379

14,769

903
742

71,537

当　　　　期
金　　　　額

42,224
34,226
10,511
10,190

生産、受注及び販売の状況

1,017
101,319

4,591
2,154
647
156

当　　　　期
金　　　　額

15,056
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