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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 27,706 ― 1,346 ― 1,296 ― 455 ―
20年3月期第1四半期 28,383 2.3 1,831 2.0 2,177 4.1 1,273 6.4

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 7.60 7.60
20年3月期第1四半期 20.86 20.84

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

21年3月期第1四半期 105,582 46,401 43.1 759.40
20年3月期 109,024 48,715 43.8 797.10

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  45,507百万円 20年3月期  47,749百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.50 ― 7.50 15.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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2四半期連結累計期間 56,500 ― 2,800 ― 3,050 ― 1,300 ― 21.70
通期 114,700 1.6 6,300 △5.5 7,000 △4.4 3,600 △17.2 60.10

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、6ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績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。業績予想に関する事項につきましては、5ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情
報」をご覧ください。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  64,633,646株 20年3月期  64,611,646株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,707,781株 20年3月期  4,707,638株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  59,912,928株 20年3月期第1四半期  61,046,835株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期の経済情勢は、米国のサブプライムローン問題に端を発した原油高・資源高により、

米国をはじめ世界経済が大きく減退するという局面に陥りました。そして、国内経済においてもそ

の影響を受け、製造コストのアップによる企業業績の悪化、ドル安・円高、景気低迷下での物価上

昇という深刻な情勢となりました。 

当社グループを取り巻く環境も、急激な原油の暴騰により、燃料、原染料、荷具包装資材などの

広範な品目で大幅な値上げが相次ぎ（前年第１四半期比 2 億 80 百万円増）、また円高による為替差

損の拡大（3億 60 百万円：前年第１四半期 28 百万円の差益、当第１四半期 3 億 32 百万円の差損）

など、厳しい企業環境となりました。 

このような状況下、当社グループは一丸となり、徹底的な省エネルギーをはじめとする原価低減

活動や効率改善活動（効果金額 5 億 37 百万円）、高付加価値商品の開発、そしてＫＢセーレン㈱に

おける工業資材化などを推し進め一定の成果を得ることはできました。また海外子会社においても、

順調に業績を伸ばし増収・増益を達成することができました。しかし、それ以上のスピードで高騰

する原油価格や企業物価をカバーするまでにはとても至らず、連結ベースでは、売上高、利益とも

前年第 1四半期比で減収・減益となりました。 

具体的な当第１四半期の連結業績は、売上高 277 億 6百万円（前年第１四半期比 2.4％減）、営業

利益 13 億 46 百万円（同 26.5％減）、経常利益 12 億 96 百万円（同 40.5％減）、四半期純利益 4 億

55 百万円（同 64.3％減）となりました。 

また、減価償却費は前年第 1 四半期比 2億 24 百万円増加し、15 億 6 百万円となりました。なお、

そのうち耐用年数改正による減価償却費増への影響は、21 百万円ありました。 

 

当第１四半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・エアバッグ事業共にその市場環境は、非常に厳しいものでした。特に国内におい

ては、自動車販売台数の減少、原油高による製造コストのアップなどで大幅な減益となりました。

しかし海外においては、各拠点で生産能力の増強を図ったこと、特に中国では新しいシート事業

のラインが立ち上がってきたことなどが大きく貢献し、増収・増益を達成することができました。

その結果、国内の落ち込みを海外でカバーすることができ、事業全体では増収・増益を達成する

ことができました。 
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当事業の売上高は121億86百万円（前年第１四半期比 2.3％増）、営業利益は9億26百万円（同 

4.9％増）となりました。 

 

（ハイファッション事業） 

売上面では、アパレル業界全般の不調、水着・インナー市場の低迷、米国景気減退による輸出

の減少などがあり、加えて製造コスト面では、燃料、原染料、荷具包装資材などの大幅な価格ア

ップに見舞われ、非常に厳しい環境となりました。その対応として徹底した原価低減活動を行い

ましたが、そのカバーはできず、当事業全体では大幅な減収・減益となりました。 

こうした中、多品種・小ロット・短納期、在庫レス、高付加価値を得意とするビスコテックス

商品が、生産能力の増強を図らなければならないほど売上を伸ばし、今後の飛躍につなげること

ができました。 

当事業の売上高は88億円（同 14.3％減）、営業利益は2億32百万円（同 52.8％減）となりまし

た。 

 

（エレクトロニクス事業） 

利益面では、電磁波シールド材「プラット®」において、燃料価格や銅・ニッケルなどの希少金

属価格の高騰や販売価格の下落による利益率のダウン、ＦＭセンター(フィルムメッシュ工場)の

先行費用（1億60百万円）などにより減益となりました。しかし売上面では、プラット®がフル生

産を続けたことやＫＢセーレン㈱のワイピングクロス、ベルトロン®が好調だったことなどで売上

を伸ばすことができました。その結果、事業全体では増収・減益となりました。 

当事業の売上高は30億36百万円（同 4.6％増）、営業利益は2億79百万円（同 36.6％減）となり

ました。 

 

（インテリア・ハウジング事業） 

建築資材であるハウスラップ材「ラミテクト®」シリーズにおいて、昨年の建築基準法改正によ

る大きな落ち込みの反動もあり、当第１四半期は計画通り収益を伸ばすことができました。しか

し、子会社セーレンハウジング㈱において、前期旺盛だったセーレングループの建設発注がなか

ったことや住宅事業、不動産事業の不振により、事業全体では増収・減益となりました。 

当事業の売上高は22億25百万円（同 2.6％増）、営業利益は1億1百万円（同 20.2％減）となり

ました。
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（メディカル事業） 

薬用美白スキンケア「セリサージュ®」、美肌老化防止「絹麗粋®」、ヘアケア「シルティア®」

などの化粧品事業、ならびに、人工血管基材、ＫＢセーレン㈱の伸縮性貼付剤基布、絆創膏用伸

縮基材「エスパンシオーネ®」、浄水器フィルター基材｢ベルカップル®｣などのメディカル基材事

業において、順調に売上を伸ばすことができました。しかし、利益面では、製造コストのアップ

などが影響して、事業全体では、増収なれど減益となりました。 

当事業の売上高は12億62百万円（同 25.5％増）、営業利益は1億38百万円（同 5.5％減）となりま

した。 

 

（その他の事業） 

子会社のセーレンコスモ㈱の人材派遣事業、セーレン商事㈱の保険事業、商品販売事業などは

ほぼ順調に推移しましたが、㈱セーレンシステムサービスが取り組んできた病院向け総合医療情

報システムの開発経費(85百万円)が大きく先行しました。したがって、その他の事業全体では、

売上は確保できたものの大幅な減益となりました。 

当事業の売上高は1億94百万円（同 60.3％増）、営業損失15百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産は、円高により円ベースでの海外子会社の資産が減少し、全体で

前期末と比較して 34 億 42 百万円減少の 1,055 億 82 百万円となりました。負債の部は、未払金の減

少などにより 11 億 27 百万円減少し、591 億 81 百万円となりました。純資産は、円高による為替換

算調整勘定の減少などにより 23 億 14 百万円減少し、464 億 1 百万円となりました。 

キャッシュ･フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支

出 8億 65 百万円などがありましたが、税金等調整前四半期純利益 10 億 32 百万円のほか、減価償却

費 15 億 6 百万円等の非資金取引項目があり、全体では 11 億 75 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、有形固定資産の取得などにより32億 53百万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 20 億 78 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、配当金の支払いなどの支出がありましたが、借入金の純増により 15

億 20 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 11 億 73 百万円

減少し、当第１四半期末残高は 34 億 24 百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の連結業績における通期計画に対する進捗率は、売上 24.2％、営業利益 21.4％、経

常利益 18.5％と売上・利益とも、計画を下回りました。これらは、当初予想を大きく上回る原油・

ガスおよび原染料価格などの急激な上昇が、製造コスト・仕入コストの企業物価に大きな影響を与

え、営業利益率がダウンしたこと、および大幅な円高による為替差損の発生などが主な要因です。 

今後においても、原油、為替や米国をはじめとする世界経済および個人消費の動向など、景気の

先行きに不透明感がありますが、グループ一丸となって「健全な危機意識と確かなリスクマネジメ

ント」を持って情報収集に努め、上記企業環境を乗り越えるべく、さらなる原価低減や付加価値向

上などを確実に行い、成果に結び付けていく所存であります。 

従いまして、通期における連結業績予想は当初計画通りに据え置き、売上高 1,147 億円（前期比 

1.6％増）、営業利益 63 億円（同 5.5％減）、経常利益 70 億円（同 4.4％減）、当期純利益 36 億円（同 

17.2％減）とします。 

 

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） 

該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（簡便な会計処理） 

該当事項はありません。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

て計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 
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(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号 平成 19 年 3 月

14 日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号 平成

19 年 3 月 14 日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸

表を作成しております。 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法に

よっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業

会計基準第 9号 平成 18 年 7 月 5日)が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、営業利益及び経常利益は 44 百万円、税金等調整前四半期純利益は 299 百万円それ

ぞれ減少しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面

の取扱い」（実務対応報告第 18 号 平成 18 年 5 月 17 日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っ

ております。 

これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

④「リース取引に関する会計基準」等の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第 13 号（平成 5年 6月

17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年 3 月 30 日改正）)及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委

員会）、平成 19 年３月 30 日改正）)が平成 20 年 4月 1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連

結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこ

れらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転

外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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。 

これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
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5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,426 4,599

受取手形及び売掛金 25,055 24,802

商品及び製品 8,216 8,423

仕掛品 2,612 2,807

原材料及び貯蔵品 3,223 3,288

その他 2,064 2,668

貸倒引当金 △56 △63

流動資産合計 44,542 46,526

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 24,254 24,495

機械装置及び運搬具（純額） 16,800 17,900

工具、器具及び備品（純額） 814 855

土地 9,669 9,788

その他 1,247 1,289

有形固定資産合計 52,787 54,329

無形固定資産 865 925

投資その他の資産

その他 7,521 7,357

貸倒引当金 △134 △114

投資その他の資産合計 7,387 7,242

固定資産合計 61,039 62,497

資産合計 105,582 109,024
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,639 17,431

短期借入金 15,819 13,968

未払法人税等 690 922

賞与引当金 572 1,266

その他 4,947 5,748

流動負債合計 38,668 39,337

固定負債

長期借入金 11,614 11,489

役員退職慰労引当金 241 314

退職給付引当金 5,987 6,157

負ののれん 2,364 2,644

その他 304 365

固定負債合計 20,513 20,971

負債合計 59,181 60,309

純資産の部

株主資本

資本金 17,520 17,514

資本剰余金 16,838 16,833

利益剰余金 14,834 14,851

自己株式 △3,928 △3,928

株主資本合計 45,264 45,270

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 618 510

為替換算調整勘定 △375 1,969

評価・換算差額等合計 243 2,479

少数株主持分 893 965

純資産合計 46,401 48,715

負債純資産合計 105,582 109,024
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(2) 四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

売上高 27,706

売上原価 21,461

売上総利益 6,244

販売費及び一般管理費 4,898

営業利益 1,346

営業外収益

受取利息 32

受取配当金 29

負ののれん償却額 279

その他 39

営業外収益合計 381

営業外費用

支払利息 83

為替差損 332

その他 16

営業外費用合計 432

経常利益 1,296

特別利益

固定資産売却益 6

特別利益合計 6

特別損失

固定資産処分損 13

たな卸資産評価損 255

その他 0

特別損失合計 269

税金等調整前四半期純利益 1,032

法人税等 568

少数株主利益 9

四半期純利益 455
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,032

減価償却費 1,506

負ののれん償却額 △279

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13

賞与引当金の増減額（△は減少） △695

退職給付引当金の増減額（△は減少） △169

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △73

受取利息及び受取配当金 △62

支払利息 83

為替差損益（△は益） 485

固定資産処分損益（△は益） 7

売上債権の増減額（△は増加） △739

たな卸資産の増減額（△は増加） 95

仕入債務の増減額（△は減少） △127

未払消費税等の増減額（△は減少） 233

その他 767

小計 2,077

利息及び配当金の受取額 62

利息の支払額 △99

法人税等の支払額 △865

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,232

有形固定資産の売却による収入 14

投資有価証券の取得による支出 △6

その他 △29

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,253

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,843

長期借入れによる収入 1,000

長期借入金の返済による支出 △867

株式の発行による収入 11

配当金の支払額 △449

少数株主への配当金の支払額 △16

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,520

現金及び現金同等物に係る換算差額 △614

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,173

現金及び現金同等物の期首残高 4,597

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,424
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注記事項

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

オートモー
ティブ
(百万円)

ハイファッ
ション
(百万円)

エレクトロ
ニクス
(百万円)

インテリア・
ハウジング
(百万円)

メディカル
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社

(百万円)

連結
(百万円)

売上高
(1) 外部顧客に対

　 する売上高
12,186 8,800 3,036 2,225 1,262 194 27,706 － 27,706

(2) セグメント間

　 の内部売上高

　 又は振替高

2 3 254 46 0 316 624 (624) －

計 12,188 8,804 3,291 2,272 1,262 510 28,330 (624) 27,706

営業利益又は

営業損失(△）
926 232 279 101 138 △ 15 1,663 (316) 1,346

(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 

　 (1)オートモーティブ…………自動車内装材、カーシート、エアバッグ 

　 (2)ハイファッション…………各種衣料製品、医療用繊維加工 

　 (3)エレクトロニクス…………電磁波シールド材、防塵着、電子機器、工業用製品 

　 (4)インテリア・ハウジング…建築用資材、インテリア用資材、建築、不動産 

　 (5)メディカル…………………化粧品、浄水器及びフィルター、医療用製品 

　 (6)その他………………………コンピュータソフトウェア、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。 

　 当第１四半期連結累計期間 351百万円

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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「参考資料」

要約前四半期連結損益計算書

科 目

　前第１四半期

自平成19年４月１日

至平成19年６月30日

金額 百分比

百万円 ％

売 上 高 28,383 100.0

売 上 原 価 21,786 76.7

売上総利益 6,597 23.3

 販売費及び一般管理費 4,765 16.8

営業利益 1,831 6.5

営 業 外 収 益 408 1.4

営 業 外 費 用 63 0.2

経常利益 2,177 7.7

特 別 利 益 3 0.0

 特 別 損 失 - 0.0

税金等調整前四半期（当期）純利益 2,181 7.7

法人税等 890 3.1

少数株主利益 17 0.1

四半期（当期）純利益 1,273 4.5
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要約前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科 目

前第１四半期

自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日

百万円

１．営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期（当期）純利益 2,181

減価償却費 1,281

売上債権の増減額（増加額△） 317

たな卸資産の増加額 △ 148

仕入債務の増減額（減少額△） △ 248

退職給付引当金の減少額 △ 132

そ の 他 △ 854

小 計 2,396

法人税等の支払額 △ 1,006

その他 △ 27

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,363

２．投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 1,429

有形固定資産の売却による収入 1

有価証券・投資有価証券の取得による支出 △ 134

有価証券・投資有価証券の売却による収入 -

そ の 他 44

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,516

３．財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の増加額 307

配当金の支払額 △ 457

少数株主への配当金の支払額 △ 16

その他 7

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 159

４．現金及び現金同等物に係る換算差額 72

５．現金及び現金同等物の減少額 △ 240

６．現金及び現金同等物の期首残高 3,570

７．連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少 -

８．現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 3,329
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事業の種類別セグメント情報

前第１四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 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

インテリア・
ハウジング

メディカル その他 計
消去又は

全社
連結

売上高

(1) 外部顧客に対

　 する売上高
11,914 10,267 2,902 2,170 1,006 121 28,383 - 28,383

(2) セグメント間

　 の内部売上高

　 又は振替高

0 3 292 1,037 - 353 1,687 (1,687) -

計 11,914 10,271 3,195 3,208 1,006 474 30,070 (1,687) 28,383

営業費用 11,031 9,779 2,754 3,080 859 443 27,949 (1,398) 26,551

営業利益 882 491 440 127 146 31 2,121 (289) 1,831

(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   

事 業 区 分 　 主 な 製 品 等

　オートモーティブ 　自動車内装材、カーシート、エアバッグ

　ハイファッション 　各種衣料製品、衣料用繊維加工

　エレクトロニクス 　電磁波シールド材、防塵着、電子機器、工業用製品

　インテリア
　 ・ハウジング 　建築用資材、インテリア用資材、建築、不動産

　メディカル 　化粧品、浄水器およびフィルター、医療用製品

　その他 　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る。 

　 当第１四半期連結累計期間 281百万円 

　 ４ 当連結会計年度より「ハウジング」を「インテリア・ハウジング」に名称変更しております。 
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