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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 39,745 ― △123 ― 206 ― △348 ―
20年3月期第1四半期 38,141 1.2 434 △63.2 918 △33.6 349 △50.6

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 △1.52 ―
20年3月期第1四半期 1.53 ―

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 196,764 92,543 44.6 382.84
20年3月期 199,630 94,311 44.6 388.41

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  87,752百万円 20年3月期  89,034百万円

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 ― 0.00 ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 5.00 5.00

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 82,500 3.1 1,500 △29.6 1,600 △20.6 600 △85.1 2.62
通期 170,300 2.9 4,700 0.4 4,700 25.9 2,300 △36.0 10.03

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、４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、４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。なお、上記業績予想に関する事項は、３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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  246,939,284株 20年3月期  246,939,284株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  17,724,235株 20年3月期  17,709,032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  229,222,319株 20年3月期第1四半期  229,288,287株



【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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油高に伴う原材料価格の上昇や海外経済の先行き不透明感

の高まりにより企業の投資意欲や消費者心理が冷え込み、景気の減速感が鮮明になってきました。

　当社グループの主力である繊維部門が属する天然繊維業界においては、原燃料価格の上昇などによるコスト高や

高水準の製品輸入による競争激化、さらに需要低迷といったきびしい状況が続きました。

　また、非繊維部門の主要販売先である自動車業界は、国内の新車販売台数は低調でしたが、輸出も含めた国内生

産が比較的堅調に推移しました。住宅関連業界は、建築基準法改正の影響は薄れてきたものの、景気の先行き懸念

などにより低迷しております。

　このような情勢にあって当社グループは、中期経営計画「GE '09(Growth ＆ Expansion'09)」の基本的考え方「顧

客起点の企画提案・ものづくり」のもと、商品力の強化やサービスの充実、グローバルな視点での生産・調達構造

の改善により、顧客との取り組みを強化するとともに、新たなマーケット・需要の開拓や新規事業の育成に努めま

した。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は３９７億円（前年同期比４.２％増）、営業損失は１億２千万円

（前年同期は営業利益４億３千万円）、経常利益は２億円（前年同期比７７．６％減）、四半期純損失は３億４千

万円（前年同期は四半期純利益３億４千万円）となりました。

　　

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

　（繊維事業）

　ガソリン価格・食料品価格の上昇を受けた消費者の生活防衛意識が強まっていることに加えて、天候不順の影

響による需要不振、原燃料価格の上昇などによるコスト高が続くなか、ユニフォーム分野、デニム分野は低調に

推移しましたが、カジュアル分野はＳＰＡ向けなどが順調でした。

　この結果、売上高は２１９億円（前年同期比３.２％増）となりましたが、コストアップの影響などで、営業損

失は５億８千万円（前年同期は営業損失２億７千万円）となりました。　

　（化成品事業）

　住宅着工件数の減少による建材需要の低迷のため、外装化粧材などの住宅建材は低調に推移し、また半導体関

連商品も設備投資不振の影響から低調でしたが、軟質ウレタンフォームなどの自動車内装材は、自動車の国内生

産が比較的堅調に推移したことから順調に推移し、またフィルム分野も順調に推移しました。

　この結果、売上高は１２２億円（前年同期比１５.０％増）、営業利益は７千万円（同４.９％増）となりまし

た。

　（不動産活用事業）

　安定的な収益確保を目指し、賃貸事業の推進に注力した結果、売上高は１６億円（前年同期比０.５％減）、営

業利益は７億１千万円（同６.２％減）となりました。

　（工作機械事業）

　工作機械業界は、内需では自動車関連業界の設備投資は低調に推移しましたが、外需ではエネルギー関連、造

船関連、建設機械関連等の重厚長大産業を中心に、依然底堅い動きを示しております。

　この結果、売上高は、主力の横中ぐりフライス盤の出荷が第２四半期連結会計期間以降にずれ込んだこともあ

り１０億円（前年同期比２１.０％減）、営業利益は減収に加え原材料価格のアップの影響などで１億円（同　　

５６.２％減）となりました。

　（エレクトロニクス事業）

　画像処理技術を応用した飲料容器検査システムや基板検査システムが順調に推移しておりますが、売上が第２

四半期及び第４四半期連結会計期間に偏る傾向があることから、売上高は８億円（前年同期比２５.９％増）、営

業損失は５千万円（前年同期は営業損失９千万円）となりました。

　（その他の事業）

　エンジニアリング部門は、水処理装置が低調で、ガス処理装置も伸び悩みましたが、薬液供給設備が順調に推

移しました。

　バイオメディカル部門は、化粧品業界向け細胞製品が堅調でしたが、遺伝子解析サービスや機器製品はともに

低調でした。

　食品部門は、即席めんの小売価格上昇に伴う需要低迷や消費者の食に対する安全意識の高まりによる品質管理

費用の増加もあり、低調でした。

　この結果、売上高は１９億円（前年同期比２２.０％減）、営業損失は９千万円（前年同期は営業損失３千万

円）となりました。　　　
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、株価上昇による評価差額の増で投資有価証券は増加しましたが、受取

手形及び売掛金や現金及び預金が減少したことなどにより、１,９６７億円と前連結会計年度末に比べ２８億円減

少しました。

　負債は、賞与引当金が減少したことなどにより、１,０４２億円と前連結会計年度末に比べ１０億円減少しまし

た。

　純資産は、その他有価証券評価差額金は増加しましたが、利益剰余金や為替換算調整勘定が減少したことなどに

より、９２５億円と前連結会計年度末に比べ１７億円減少し、自己資本比率は、前連結会計年度末と同様の４４.

６％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、１０８億５千万円とな

り、前連結会計年度末に比べ２４億４千万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のと

おりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は、１３億３千万円となりました。これは、売上

債権の減少による増４０億７千万円、たな卸資産の増加による減△２４億９千万円などによるものです。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、△１８億４千万円となりました。これは、有

形及び無形固定資産の取得による支出△１８億３千万円などによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は、△１６億３千万円となりました。これは、配

当金の支払額△１４億円などによるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

現時点における第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成20年５月13日に公表いたしま

した業績予想に変更はありません。
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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

①簡便な会計処理　

　　　たな卸資産の評価方法

　四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し前連結会計年度に係る実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

②四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（損失）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、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

（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

（会計処理基準に関する事項の変更）　

①四半期会計基準の適用　

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。

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低価法によっており

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。

　この変更に伴い、営業損失は２５百万円増加、経常利益は同額減少、税金等調整前四半期純損失は同額増

加しております。

　また、従来営業外費用に計上していた「たな卸資産評価損」を売上原価に計上することとしたことから、

営業損失は８４百万円増加しておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありま

せん。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

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。

　これによる当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。

　（追加情報）

有形固定資産の耐用年数の変更

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い、耐用年数を見直した結果、

有形固定資産の一部について、当第１四半期連結会計期間より、耐用年数の変更を行っております。

　これにより、営業損失は６６百万円増加、経常利益は同額減少、税金等調整前四半期純損失は同額増加して

おります。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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 11,254 13,756

受取手形及び売掛金 38,989 43,546

有価証券 1,281 1,081

商品及び製品 14,281 13,159

仕掛品 7,936 7,427

原材料及び貯蔵品 5,347 5,031

その他 4,278 4,087

貸倒引当金 △195 △160

流動資産合計 83,174 87,930

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 32,582 33,402

その他（純額） 32,342 33,433

有形固定資産合計 64,924 66,836

無形固定資産 1,886 1,955

投資その他の資産   

投資有価証券 40,869 37,031

その他 6,366 6,377

貸倒引当金 △456 △501

投資その他の資産合計 46,779 42,907

固定資産合計 113,590 111,699

資産合計 196,764 199,630



（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 25,961 26,302

短期借入金 21,638 22,016

未払法人税等 269 681

賞与引当金 515 1,465

役員賞与引当金 － 20

事業構造改善引当金 796 1,095

その他 8,796 8,133

流動負債合計 57,978 59,714

固定負債   

長期借入金 6,427 6,692

退職給付引当金 8,415 8,542

役員退職慰労引当金 675 659

その他 30,724 29,708

固定負債合計 46,243 45,604

負債合計 104,221 105,318

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,040 22,040

資本剰余金 18,258 18,258

利益剰余金 45,289 47,343

自己株式 △3,242 △3,239

株主資本合計 82,345 84,402

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,572 10,192

繰延ヘッジ損益 8 △40

為替換算調整勘定 △7,174 △5,521

評価・換算差額等合計 5,407 4,631

少数株主持分 4,790 5,277

純資産合計 92,543 94,311

負債純資産合計 196,764 199,630



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 39,745

売上原価 34,351

売上総利益 5,394

販売費及び一般管理費 5,518

営業損失（△） △123

営業外収益  

受取利息 53

受取配当金 405

持分法による投資利益 6

その他 159

営業外収益合計 625

営業外費用  

支払利息 171

その他 123

営業外費用合計 295

経常利益 206

特別損失  

たな卸資産処分損 220

税金等調整前四半期純損失（△） △13

法人税、住民税及び事業税 304

少数株主利益 29

四半期純損失（△） △348



（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損失（△） △13

減価償却費 1,698

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△186

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16

受取利息及び受取配当金 △459

支払利息 171

為替差損益（△は益） 5

持分法による投資損益（△は益） △6

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） 0

有形及び無形固定資産除却損 9

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） 4,075

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,493

仕入債務の増減額（△は減少） △145

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △0

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △299

その他 △643

小計 1,729

利息及び配当金の受取額 401

利息の支払額 △173

法人税等の支払額 △622

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,334

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 52

有価証券の取得による支出 △250

有価証券の償還による収入 50

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,836

有形及び無形固定資産の売却による収入 64

投資有価証券の取得による支出 △2

投資有価証券の売却による収入 0

投資有価証券の償還による収入 100

貸付けによる支出 △10

貸付金の回収による収入 1

その他 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,843



（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) 

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） 106

長期借入れによる収入 100

長期借入金の返済による支出 △352

自己株式の取得による支出 △3

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △1,409

その他 △79

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,638

現金及び現金同等物に係る換算差額 △303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,449

現金及び現金同等物の期首残高 13,299

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,850



　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

ａ．事業の種類別セグメント情報

  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）

 
繊維事業
(百万円)

化成品事
業
(百万円)

不動産活
用事業
(百万円)

工作機械
事業
(百万円)

エレクト
ロニクス
事業
(百万円)

その他の
事業
(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
21,944 12,259 1,602 1,090 853 1,995 39,745 － 39,745

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

6 4 62 － 3 15 92 (92) －

計 21,950 12,263 1,665 1,090 856 2,011 39,837 (92) 39,745

営業利益又は営業損

失（△）
△580 75 711 106 △58 △92 162 (286) △123

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっております。

２．各事業区分の主要製品等

(1）繊維事業…………………綿・合繊・羊毛その他各種素材の繊維製品

(2）化成品事業………………ポリウレタンフォーム、合成木材、無機建材、機能性フィルム、精密ろ過関連製

品、高性能エンプラ製品

(3）不動産活用事業…………不動産の賃貸、ホテル・レストラン・ゴルフ練習場・自動車教習所の経営

(4) 工作機械事業……………工作機械、産業機械

(5）エレクトロニクス事業…情報システム機器、検査・計測システム

(6）その他の事業……………環境制御等の機器・装置、バイオ関連製品、真空凍結乾燥食品、食料品・日用品・

土産物等の小売販売

３．会計処理の方法の変更

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低価法によってお

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。

　この変更に伴い、営業損失はその他の事業が２５百万円増加しております。

　また、従来営業外費用に計上していた「たな卸資産評価損」を売上原価に計上することとしたことから、

営業利益は化成品事業が３百万円、不動産活用事業が０百万円それぞれ増加し、営業損失は繊維事業が８

７百万円、エレクトロニクス事業が３百万円それぞれ増加し、その他の事業が２百万円減少しております。

４．有形固定資産の耐用年数の変更

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い、耐用年数を見直した結果、

有形固定資産の一部について、当第１四半期連結会計期間より、耐用年数の変更を行っております。

　これにより、営業利益は化成品事業が１０百万円、不動産活用事業が０百万円減少し、営業損失は繊維事

業が５６百万円増加し、その他の事業が０百万円減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

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）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
その他の地
域(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 35,160 3,031 1,552 39,745 － 39,745

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
351 1,145 1 1,498 (1,498) －

計 35,512 4,177 1,554 41,244 (1,498) 39,745

営業利益又は営業損失

（△）
47 △84 199 162 (286) △123

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。

(1）アジア……………中国、タイ、インドネシア

(2）その他の地域……ブラジル、米国

３．会計処理の方法の変更

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低価法によってお

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。

　この変更に伴い、営業利益は日本が２５百万円減少しております。

　また、従来営業外費用に計上していた「たな卸資産評価損」を売上原価に計上することとしたことから、

営業利益は日本が４２百万円、その他の地域が５百万円それぞれ減少し、営業損失はアジアが３６百万円

増加しております。

４．有形固定資産の耐用年数の変更

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い、耐用年数を見直した結果、

有形固定資産の一部について、当第１四半期連結会計期間より、耐用年数の変更を行っております。

　これにより、営業利益は日本が６６百万円減少しております。

 

ｃ．海外売上高

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）

 アジア その他の地域 計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 7,232 2,406 9,638

Ⅱ．連結売上高（百万円）   39,745

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割

合（％）
18.2 6.1 24.3

（注）１．国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域は、次のとおりであります。

(1）アジア……………中国、タイ、インドネシア

(2）その他の地域……ブラジル、米国

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（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」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 38,141

Ⅱ　売上原価 32,373

売上総利益 5,767

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,333

営業利益 434

Ⅳ　営業外収益  

受取利息及び配当金　 400

持分法による投資利益　 10

その他　 388

営業外収益計　 799

Ⅴ　営業外費用  

支払利息　 163

その他　 151

営業外費用計　 314

経常利益 918

Ⅵ　特別損失 106

税金等調整前四半期純利益　 812

法人税、住民税及び事業税　 388

少数株主利益　 74

四半期純利益　 349
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（２）セグメント情報

　　事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

 
繊維事業
（百万円）

化成品事
業
（百万円）

不動産活
用事業
（百万円）

工作機械
事業
(百万円)

その他の
事業
（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
21,258 10,656 1,610 1,379 3,236 38,141 － 38,141

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
6 1 60 － 11 79 (79) －

計 21,264 10,657 1,671 1,379 3,248 38,221 (79) 38,141

　　営業費用 21,540 10,585 912 1,135 3,383 37,556 150 37,707

　　営業利益又は営業損失

（△）
△275 72 758 243 △135 664 (230) 434

（注）事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっております。

なお、上記は前第１四半期連結累計期間に開示した「事業の種類別セグメント情報」であり、当第１四半期連結

累計期間において用いた事業区分の方法により区分すると次のようになります。

 
繊維事業
(百万円)

化成品事
業
(百万円)

不動産活
用事業
(百万円)

工作機械
事業
(百万円)

エレクト
ロニクス
事業
(百万円)

その他の
事業
(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
21,258 10,656 1,610 1,379 677 2,559 38,141 － 38,141

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

6 1 60 － 4 10 83 (83) －

計 21,264 10,657 1,671 1,379 682 2,569 38,225 (83) 38,141

　　営業費用 21,540 10,585 912 1,135 780 2,600 37,554 153 37,707

営業利益又は営業損

失（△）
△275 72 758 243 △97 △30 670 (236) 434
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