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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 54,710 ― 2,375 ― 2,791 ― 1,323 ―
20年3月期第2四半期 56,265 1.8 3,146 10.9 3,920 14.2 2,561 36.6

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2四半期 22.08 22.08
20年3月期第2四半期 41.96 41.91

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2四半期 106,893 47,810 43.9 782.49
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2四半期  46,891百万円 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 ― 7.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 108,800 △3.7 5,300 △20.5 6,000 △18.1 2,800 △35.6 46.73

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、5～6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.上記の業績予想につきましては、平成20年5月13日に公表した内容から変更しております。詳細につきましては、平成20年10月22日付の「業績予想の修正に関するお
知らせ」をご参照ください。 
2.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、および上記1に係る業績予想の具体的修正内容につきましては、4～5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。 
3.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2四半期  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2四半期  4,707,604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2四半期  59,918,494株 20年3月期第2四半期  61,058,112株

－ 1 －



【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２四半期の世界経済は、米国発の金融危機が、米国経済の減速、円高・ドル安、消費低迷などの

実体経済にまで大きく影響を及ぼし始め、新興国の成長にも陰りが出始めるという重大な局面に陥りま

した。国内経済においても、原油高・資源高や消費の低迷が企業業績を大きく圧迫し、加えて世界経済

沈滞や円高の影響を受け輸出関連企業の業績が大幅に落ち込みました。その結果、昨年度まで増収・増

益を続けてきた日本企業が一変して非常に厳しい状況に置かれました。 

当社グループを取り巻く環境も、急激な原油の高騰により、燃料、原染料、資材などの広範な品目で

大幅な値上げが相次ぎ（前年同期比 6 億 57 百万円増）、また円高による為替差損の拡大（2 億 93 百万

円：前年第２四半期 1 億 67 百万円の差益、当第２四半期 1 億 25 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、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化改

善活動（効果金額 11 億 48 百万円）、高付加価値商品の拡販、ＫＢセーレン㈱における工業資材化の推

進、不採算事業の整理縮小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

年同期比で減収・減益となりました。 

具体的な当第２四半期の連結業績は、売上高 547 億 10 百万円（前年同期比 2.8％減）、営業利益 23

億 75 百万円（同 24.5％減）、経常利益 27 億 91 百万円（同 28.8％減）、四半期純利益 13 億 23 百万円

（同 48.3％減）となりました。 

なお、減価償却費は前年同期比 4億 7百万円増加し 30 億 61 百万円となりましたが、このうち耐用年

数変更の税制改正による減価償却費増への影響は、53 百万円でありました。さらに、たな卸資産評価

損 2億 55 百万円を特別損失として計上しております。 

なお、「前年同期比増減率」につきましては、参考として記載しております。 

 

当第２四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収・減益となりました。他方、

米国を除く海外拠点においては、ほぼ順調に推移し、特に中国ではシート事業ラインがフル稼動に近づ

いてきたことなどが大きく貢献し、海外全体では増収・増益を達成することができました。その結果、

国内の落ち込みをほぼ海外でカバーする形となり、事業全体では若干増収・若干減益となりました。 

当事業の売上高は243億40百万円（前年同期比 1.7％増）、営業利益は17億72百万円（同 1.1％減）

となりました。 
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（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関連

の減少などがあり、加えて製造コスト面では原材料の大幅な単価アップ攻勢に晒され、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などを行いましたが、とてもそのカバーは

できず、当事業全体では大幅な減収・減益となりました。 

当事業の売上高は170億87百万円（同 12.3％減）、営業利益は1億54百万円（同 65.8％減）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

が売上を伸ばし、生産能力の増強を図るなど今後の拡販につなげることができました。 

 

（エレクトロニクス事業） 

電磁波シールド材「プラット®」において売上を伸ばすことができたものの、原油高および販売価

格の下落による利益率のダウン、さらにＦＭセンター(フィルムメッシュ工場)の費用が先行した（3

億42百万円）ことなどにより、大幅な減益となりました。また関連会社においては、ＫＢセーレン㈱

のワイピングクロスやベルトロン®などの差別化原糸の販売が好調だった半面、セーレン電子㈱の中

国向け繊維機械の販売が不調でした。その結果、事業全体では売上は伸ばしたものの大幅な減益とな

りました。 

当事業の売上高は59億62百万円（同 3.1％増）、営業利益は5億1百万円（同 44.7％減）となりました。 

なお、ＦＭセンターは、9月より一部稼動を開始しました。 

 

（インテリア・ハウジング事業） 

主力商品であるハウスラップ材「ラミテクト®」シリーズにおいては、遮熱透湿ルーフィング「ル

ーフラミテクト®ＲＸ」の新発売、また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２四半期は計画通り収益を伸ばすことができました。しかし、建設業界低迷によるオフィスイン

テリアの不振およびセーレンハウジング㈱における住宅事業の整理・撤収などにより、事業全体では

減収・大幅減益となりました。 

当事業の売上高は45億95百万円（同 5.5％減）、営業利益は2億3百万円（同 37.9％減）となりました。 

 

（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、事業全体では大幅な増収・増益を達成しました。 

当事業の売上高は23億38百万円（同 23.2％増）、営業利益は2億3百万円（同 34.6％増）となりま
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した。 

なお、6月に発表した瞬感消臭「イノドール®クイック」は、予想以上の大きな反響をいただきま

した。今後、経営レベルで戦略を立案し、商品開発・販路開拓に努めていきます。 

 

（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が

大きく先行しました。従いまして、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3億86百万円（同 30.8％増）、営業利益50百万円（同 33.6％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四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 21 億 31 百万円減少の 1,068 億 93 百万円となりました。負債の部は、支払手形及び買掛

金の減少などにより 12 億 26 百万円減少し、590 億 82 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 9億 4百万円減少し、478 億 10 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、仕入債務の減少

がありましたが、税金等調整前四半期純利益 23 億 33 百万円のほか、減価償却費 30 億 61 百万円等の非

資金取引項目があり、全体では 30 億 10 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 54 億 91 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 24 億 81 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 26 億 42 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 3 億 34 百万円減少し、当第２四半期末残高は 42 億

63 百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期の連結業績における当初通期計画に対する進捗率は、売上高 47.7％、営業利益 37.7％、

経常利益 39.9％と、売上高・利益とも 50％を下回りました。これらは、当初予想を大きく上回る世界

経済の混乱が実体経済にまで大きく波及し景気を後退させたこと、原油・ガスおよび原染料価格などの

急激な上昇が企業物価を押し上げ営業利益率をダウンさせたこと、そして円高による輸出関連の低迷、

為替差損の発生によるもので、これらの影響は当社の原価低減活動や拡販などの企業努力をはるかに上

回るものでした。 

今後におきましても、米国をはじめとする世界経済の動向や国内個人消費の動向、原油、為替の動向

など景気の先行きに不透明感があり、まだまだ厳しい企業環境になることも予測されます。 
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従いまして、当期連結業績の通期予想を見直し（平成20年 10月 22日発表）、売上高 1,088 億円（前期

比 3.7％減）、営業利益53億円（同 20.5％減）、経常利益60億円（同 18.1％減）、当期純利益28億円（同 

35.6％減）といたします。 

なお、平成 20 年 5 月 13 日の決算短信で発表しました通期の業績予想との差異は以下の通りです。 

 

平成 20 年 10 月 22 日発表の業績予想数値（平成 20 年 4月 1日～平成 21 年 3月 31 日） 
 （金額の単位：百万円） 

 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 

当 初 発 表 予 想（Ａ） 
（平成 20 年 5 月 13 日発表） 

114,700 6,300 7,000 3,600 60 円 10 銭

修 正 予 想（Ｂ） 
(平成 20 年 10 月 22 日発表) 108,800 5,300 6,000 2,800 46 円 73 銭

増 減 額（Ｂ－Ａ） △5,900 △ 1,000 △ 1,000 △   800 ― 

増 減 率（％） △5.1％ △15.9％ △14.3％ △22.2％ ― 

（ご参考）前期実績 
（平成 20年 3 月期） 112,922 6,665 7,325 4,348 71 円 86 銭

 

 

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２四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。 

 

(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。 
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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、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 98 百万円、税金等調整前四半期純利益は 3億 53 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 

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、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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 4,265 4,599 

受取手形及び売掛金 25,267 24,802 

商品及び製品 7,922 8,423 

仕掛品 2,451 2,807 

原材料及び貯蔵品 3,291 3,288 

その他 1,888 2,668 

貸倒引当金 △53 △63 

流動資産合計 45,034 46,526 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 24,679 24,495 

機械装置及び運搬具（純額） 16,798 17,900 

工具、器具及び備品（純額） 786 855 

土地 9,699 9,788 

その他（純額） 1,985 1,289 

有形固定資産合計 53,948 54,329 

無形固定資産 881 925 

投資その他の資産 

その他 7,148 7,357 

貸倒引当金 △120 △114 

投資その他の資産合計 7,028 7,242 

固定資産合計 61,858 62,497 

資産合計 106,893 109,024 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 14,719 17,431 

短期借入金 16,303 13,968 

未払法人税等 754 922 

賞与引当金 1,325 1,266 

その他 5,181 5,748 

流動負債合計 38,284 39,337 

固定負債 

長期借入金 12,251 11,489 

役員退職慰労引当金 241 314 

退職給付引当金 5,854 6,157 

負ののれん 2,090 2,644 

その他 360 365 

固定負債合計 20,798 20,971 

負債合計 59,082 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 15,702 14,851 

自己株式 △3,928 △3,928 

株主資本合計 46,132 45,270 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 307 510 

為替換算調整勘定 451 1,969 

評価・換算差額等合計 758 2,479 

少数株主持分 919 965 

純資産合計 47,810 48,715 

負債純資産合計 106,893 109,024 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 54,710 

売上原価 43,366 

売上総利益 11,344 

販売費及び一般管理費 8,969 

営業利益 2,375 

営業外収益 

受取利息 57 

受取配当金 32 

負ののれん償却額 559 

その他 91 

営業外収益合計 741 

営業外費用 

支払利息 171 

為替差損 125 

その他 27 

営業外費用合計 324 

経常利益 2,791 

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 23 

たな卸資産評価損 255 

事業整理損 129 

その他 56 

特別損失合計 465 

税金等調整前四半期純利益 2,333 

法人税等 988 

少数株主利益 21 

四半期純利益 1,323 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 2,333 

減価償却費 3,061 

負ののれん償却額 △559 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 

賞与引当金の増減額（△は減少） 56 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △302 

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 △90 

支払利息 171 

為替差損益（△は益） 276 

固定資産処分損益（△は益） 17 

売上債権の増減額（△は増加） △800 

たな卸資産の増減額（△は増加） 623 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,206 

未払消費税等の増減額（△は減少） 328 

その他 130 

小計 3,961 

利息及び配当金の受取額 90 

利息の支払額 △177 

法人税等の支払額 △864 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,010 

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 △5,383 

有形固定資産の売却による収入 18 

投資有価証券の取得による支出 △17 

その他 △108 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,491 

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） 2,283 

長期借入れによる収入 2,000 

長期借入金の返済による支出 △1,185 

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 2,642 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △494 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △334 

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 4,263 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

(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、衣料用繊維加工  
       (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      

   

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日至平成20年９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
24,340 17,087 5,962 4,595 2,338 386 54,710 － 54,710

(2) セグメント間 

  の内部売上高 

  又は振替高
2 8 473 90 0 717 1,292 (1,292) －

計 24,342 17,095 6,436 4,686 2,338 1,103 56,003 (1,292) 54,710

営業利益 1,772 154 501 203 203 50 2,885 (509) 2,375

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

前中間連結損益計算書

科   目

前中間連結会計期間

自平成19年４月１日

至平成19年９月30日

金額 百分比

百万円 ％

売  上  高 56,265 100.0

売 上 原 価 43,947 78.1

売上総利益 12,318 21.9

 販売費及び一般管理費 9,172 16.3

営業利益 3,146 5.6

営 業 外 収 益 899 1.6

受取利息 54

受取配当金 27

負ののれん償却額 559

為替差益 167

雑収入 91

営 業 外 費 用 125 0.2

支払利息 117

雑損失 7

経常利益 3,920 7.0

特 別 利 益 57 0.1

固定資産処分益 1

助成金収入 56

 特 別 損 失 32 0.1

固定資産処分損 21

その他の特別損失 10

税金等調整前中間（当期）純利益 3,946 7.0

法人税、住民税及び事業税 920 1.6

法人税等調整額 430 0.8

少数株主利益 34 0.0

中間（当期）純利益 2,561 4.6
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書

科  目

前中間連結会計期間

自 平成19年４月１日

至 平成19年９月30日

百万円

１．営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 3,946

減価償却費 2,653

負ののれん償却額 △ 559

有形固定資産処分損 21

貸倒引当金の増減額（減少額△） △ 25

役員賞与引当金の増減額（減少額△） △ 69

賞与引当金の増加額 0

役員退職慰労引当金の減少額 △ 57

退職給付引当金の減少額 △ 270

受取利息及び受取配当金 △ 81

支  払  利  息 117

売上債権の増減額（増加額△） 666

たな卸資産の増減額（増加額△） 474

仕入債務の増減額（減少額△） △ 1,080

未払消費税等の増減額（減少額△） △ 7

そ  の  他 △ 209

小       計 5,521

利息及び配当金の受取額 81

利息の支払額 △ 117

法人税等の支払額 △ 1,132

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,352

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 △ 6,119

有形固定資産の売却による収入 3

投資有価証券の取得による支出 △ 127

貸付金の回収による収入 3

そ  の  他 △ 126

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,367

３．財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 598

長期借入れによる収入 3,000

長期借入金の返済による支出 △ 1,012

配当金の支払額 △ 457

少数株主への配当金支払額 △ 16

自己株式の取得による支出 △ 0

その他 24

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,134

４．現金及び現金同等物に係る換算差額 209

５．現金及び現金同等物の増減額（減少額△） 329

６．現金及び現金同等物の期首残高 3,570

７．現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 3,900
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事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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
23,942 19,484 5,781 4,863 1,898 295 56,265 - 56,265

(2) セグメント間 

  の内部売上高 

  又は振替高
34 6 518 1,136 - 712 2,409 (2,409) -

計 23,977 19,491 6,299 6,000 1,898 1,007 58,674 (2,409) 56,265

営業費用 22,186 19,038 5,394 5,672 1,747 932 54,971 (1,851) 53,119

営業利益 1,791 452 905 327 150 75 3,703 (557) 3,146

  (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ります。

当中間連結会計期間 ５５５百万円

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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