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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 30,827 ― 2,564 ― 2,155 ― 633 ―

20年3月期第3四半期 35,317 △7.0 2,624 △7.2 2,208 △12.4 399 △65.3

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3四半期 5.88 ―

20年3月期第3四半期 3.71 ―

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3四半期 46,946 12,412 26.3 114.73
20年3月期 49,262 12,286 24.8 113.50

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  12,363百万円 20年3月期  12,233百万円

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 ― 2.00 2.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.00 2.00

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  有  
 

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 38,000 △19.6 2,500 △29.2 2,000 △29.7 400 △47.1 3.71

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、３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、３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） 

１．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、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。当期の業績予想に関する事項につきましては、当第３四半期累計期間の業績を勘案し、予想数値を修正いたしました。 
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3四半期  108,000,000株 20年3月期  108,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  237,035株 20年3月期  214,415株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  107,777,464株 20年3月期第3四半期  107,796,066株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融不安

により、企業収益や雇用情勢の悪化などが実体経済に波及し、月を追うごとに景気後退色を強めました。 

このような経営環境の中、当フジボウグループは繊維事業では構造改革の進展により業績が改善し、前

年同期比では減収となりましたが、大幅な増益となりました。研磨材事業（旧名称：不織布事業）、自動

車関連事業、その他事業ではＩＴ及び自動車関連取引先の期後半よりの在庫調整、生産調整の影響を受

け、厳しい事業環境となってきており、それぞれ前年同期比減収、減益となりました。化学工業品事業は

概ね順調に推移しましたが、前年同期比では増収、減益となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は30,827百万円(前年同期比4,490百万円、12.7％の減

収)で、営業利益は2,564百万円(前年同期比59百万円、2.3％の減益)、経常利益は2,155百万円(前年同期

比52百万円、2.4％の減益)となりました。また四半期純利益は、法人税、住民税及び事業税等を調整後

633百万円(前年同期比234百万円、58.6％の増益)となりました。 

なお、前年同期比は参考として記載しております。 

  

(資産) 

流動資産は前連結会計年度末に比べて14.9％減少し、19,621百万円となりました。これは、現金及び預

金が910百万円、受取手形及び売掛金が1,145百万円、商品が550百万円、原材料が161百万円、その他が

942百万円それぞれ減少し、仕掛品が236百万円増加したことなどによります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べて4.3％増加し、27,325百万円となりました。これは、土地が685百

万円減少した一方で、設備投資によりその他有形固定資産が1,650百万円増加したことなどによります。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて4.7％減少し、46,946百万円となりました。 

  
(負債) 

流動負債は前連結会計年度末に比べて6.9％減少し、21,231百万円となりました。これは、支払手形及

び買掛金が752百万円、借入金の返済により短期借入金が1,315百万円それぞれ減少し、設備関係支払手形

が733百万円、未払法人税等が78百万円それぞれ増加したことなどによります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べて6.2％減少し、13,303百万円となりました。これは、長期借入金

が811百万円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて6.6％減少し、34,534百万円となりました。 

  
(純資産) 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて1.0％増加し、12,412百万円となりました。これは、土地の減

損等により土地再評価差額金が336百万円、為替換算調整勘定が169百万円それぞれ減少しましたが、利益

剰余金が755百万円増加したことなどによります。 

  

サブプライムローン問題に端を発する世界的な金融危機や世界同時株安、急激な円高による影響が実体

経済に波及し、受注環境は急激に悪化しており、今後もさらに厳しい状況が続くものと予想されます。特

に第３四半期の12月以降、研磨材事業において、ＩＴ業界向けの販売が予想を上回る急激な減少となりま

した。当社としてもコストダウン等の収益改善に鋭意努めておりますが、売上高減少に伴う採算の悪化に

より、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに前回発表予想を大幅に下回る見込みとなりました

ので、本日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の通り、平成20年10月31日に公表しました

平成21年３月期の通期連結業績予想を本資料においても修正しております。 

 なお、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

の業績等は今後さまざまな要因によって大きく異なる可能性があります。 

  
  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  
  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。 

  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期

間按分する方法によっております。     

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低

下による簿価切下げの方法)に変更しております。 

 この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比較して、売上総利益、営業利益及び経常利益が

46百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が101百万円減少しております。 

 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。 

  

③リース取引に関する会計基準の適用 

  「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員

会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期

連結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リ

ース資産として計上しております。また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零として算定する方法によっております。 

 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を引き続き採用しております。 

 この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比較して、リース資産が有形固定資産に１百万

円、無形固定資産に52百万円計上され、売上総利益、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。 

  

(追加情報) 

  当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を機に、第１四半期連結会計期間より

有形固定資産の耐用年数の見直しを実施しております。 

 この結果、売上総利益及び営業利益が10百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が８百

万円それぞれ増加しております。 

 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。 

  

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,039 5,949

受取手形及び売掛金 9,381 10,526

商品 1,657 2,207

製品 977 939

原材料 724 886

仕掛品 1,197 961

その他 654 1,597

貸倒引当金 △10 △10

流動資産合計 19,621 23,058

固定資産   

有形固定資産   

土地 16,061 16,747

その他（純額） 9,801 8,151

有形固定資産合計 25,863 24,898

無形固定資産 97 35

投資その他の資産   

その他 1,369 1,275

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 1,364 1,271

固定資産合計 27,325 26,204

資産合計 46,946 49,262
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 5,421 6,173

短期借入金 11,221 12,536

未払法人税等 321 243

引当金 300 552

設備関係支払手形 1,993 1,259

その他 1,973 2,034

流動負債合計 21,231 22,799

固定負債   

長期借入金 5,352 6,164

退職給付引当金 2,852 2,744

引当金 8 8

その他 5,089 5,259

固定負債合計 13,303 14,176

負債合計 34,534 36,976

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,400 5,400

資本剰余金 0 0

利益剰余金 4,114 3,358

自己株式 △35 △32

株主資本合計 9,478 8,726

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36 123

繰延ヘッジ損益 △14 14

土地再評価差額金 2,676 3,013

為替換算調整勘定 186 355

評価・換算差額等合計 2,884 3,506

少数株主持分 49 52

純資産合計 12,412 12,286

負債純資産合計 46,946 49,262
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 30,827

売上原価 22,531

売上総利益 8,295

販売費及び一般管理費 5,731

営業利益 2,564

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 15

固定資産賃貸料 32

その他 75

営業外収益合計 134

営業外費用  

支払利息 287

為替差損 146

その他 109

営業外費用合計 542

経常利益 2,155

特別利益  

固定資産売却益 2

違約金収入 240

その他 9

特別利益合計 251

特別損失  

固定資産処分損 359

減損損失 318

その他 100

特別損失合計 778

税金等調整前四半期純利益 1,629

法人税、住民税及び事業税 747

法人税等調整額 232

法人税等合計 980

少数株主利益 15

四半期純利益 633
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,629

減価償却費 910

減損損失 318

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 107

受取利息及び受取配当金 △26

支払利息 287

為替差損益（△は益） 96

投資有価証券評価損益（△は益） 1

投資有価証券売却損益（△は益） △9

固定資産売却損益（△は益） △2

固定資産処分損益（△は益） 359

売上債権の増減額（△は増加） 1,141

たな卸資産の増減額（△は増加） 376

仕入債務の増減額（△は減少） △703

その他 △683

小計 3,802

利息及び配当金の受取額 26

利息の支払額 △245

法人税等の支払額 △397

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,185

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,829

有形及び無形固定資産の売却による収入 303

投資有価証券の取得による支出 △145

投資有価証券の売却による収入 19

貸付金の回収による収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,652

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） △1,189

長期借入れによる収入 450

長期借入金の返済による支出 △1,388

配当金の支払額 △215

少数株主への配当金の支払額 △6

リース債務の返済による支出 △5

その他 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,358

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △910

現金及び現金同等物の期首残高 5,949

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,039
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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。 

  

該当事項なし。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
  

(注) ① 事業区分の方法 

   当社の事業区分の方法は、製品等の種類に応じて繊維事業、研磨材事業、化学工業品事業、自動車関

連事業、その他事業にセグメンテーションしている。 

 なお、第１四半期連結会計期間より、セグメント名称を不織布事業から研磨材事業に名称変更してい

る。事業実態により適したセグメント名称への変更であり、セグメント区分に変更はない。 

  

② 各区分に属する主要な製品等の名称 

   これら事業区分に属する主要な製品等は次の通りである。 

 
  

③ 会計処理の方法の変更 

  (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

   ４．その他(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」に記載の

通り、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下に

よる簿価切下げの方法)に変更している。この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比較して、営業

利益が「繊維事業」で39百万円、「研磨材事業」で１百万円、「その他事業」で４百万円それぞれ減少

している。 

  

  (リース取引に関する会計基準) 

   ４．その他(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」に記載の

通り、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３

月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 

平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会計期

間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上

している。また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算

定する方法によっている。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

繊維事業 
(百万円)

研磨材 
事業 

(百万円)

化学 
工業品 
事業 

(百万円)

自動車 
関連事業 
(百万円)

その他 
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

15,346 6,072 3,590 3,759 2,059 30,827 ― 30,827

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

8 1 ― ― 32 41 (41) ―

計 15,354 6,073 3,590 3,759 2,092 30,868 (41) 30,827

  営業利益 530 1,518 405 58 28 2,541 22 2,564

事業区分 主要製品名等

繊維 紡績糸、織物、編物、二次製品

研磨材 超精密加工用研磨材、不織布、合皮

化学工業品 化学工業製品
自動車関連 車輌、自動車部品

その他 電子機器製品、化成品、ボウリング場の経営
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   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を引き続き採用している。 

 この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比較して、営業利益に与える影響は軽微である。 

  

④ 追加情報 

   当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を機に、第１四半期連結会計期間より有形

固定資産の耐用年数の見直しを実施している。 

 この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比較して、営業利益が「繊維事業」で５百万円、「研

磨材事業」で０百万円それぞれ減少し、「化学工業品事業」で16百万円増加している。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セ

グメント情報の記載を省略している。 

  

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
  

       （注）①国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

②本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

             中南米・・・ドミニカ、トリニダード・トバゴ 

             その他の地域・・・タイ、韓国 

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る。 

  

該当事項なし。 

  

中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,759 1,304 5,063

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 30,827

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合（%）

12.2 4.2 16.4

(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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(1) 前四半期連結損益計算書 

 

「参考資料」

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円) 百分比(％)

Ⅰ 売上高 35,317 100.0

Ⅱ 売上原価 26,416 74.8

    売上総利益 8,901 25.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,276 17.8

    営業利益 2,624 7.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 23

 ２ 賃貸料収入 28

 ３ 保険差益 15

 ４ その他 59 128 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 314

 ２ 操業度差異 119

 ３ その他 109 543 1.5

    経常利益 2,208 6.3

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 40

 ２ 固定資産売却益 54 94 0.2

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産処分損 249

 ２ 減損損失 970

 ３ 関係会社整理損 254

 ４ その他特別損失 16 1,490 4.2

   税金等調整前四半期純利益 812 2.3

   法人税、住民税及び事業税 739

   法人税等調整額 △350 389 1.1

   少数株主利益 23 0.1

   四半期純利益 399 1.1
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(2) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 １ 税金等調整前四半期純利益 812

 ２ 減価償却費 874

 ３ 減損損失 970

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少：△) △43

 ５ 退職給付引当金の増減額(減少：△) 77

 ６ 受取利息及び受取配当金 △23

 ７ 支払利息 314

 ８ 為替差損益(差益：△) 23

 ９ 投資有価証券評価損 0

 10 固定資産売却益 △54

 11 固定資産処分損 249

 12 売上債権の増減額(増加：△) 1,038

 13 たな卸資産の増減額(増加：△) 885

 14 仕入債務の増減額(減少：△) △458

 15 関係会社整理損 254

 16 その他 △940

小計 3,982

 17 利息及び配当金の受取額 23

 18 利息の支払額 △313

 19 法人税等の支払額 △856

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,836

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形・無形固定資産の取得による支出 △1,079

 ２ 有形・無形固定資産の売却による収入 216

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △19

 ４ 投資有価証券の売却による収入 12

 ５ 貸付金の回収による収入 0

 投資活動によるキャッシュ・フロー △870

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額(減少：△) △503

 ２ 長期借入による収入 245

 ３ 長期借入金の返済による支出 △1,408

 ４ 社債の償還による支出 △180

 ５ その他 4

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,842

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 11

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△) 135

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,776

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,911
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(3) セグメント情報 

前四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

 
  

(注) ① 事業区分の方法 

   当社の事業区分の方法は、製品等の種類に応じて繊維事業、不織布事業、化学工業品事業、自動車関

連事業、その他事業にセグメンテーションしている。 

  

② セグメント区分表示の変更 

   「自動車関連事業」については、当四半期における当該セグメントの売上高の金額が全セグメントの

売上高の金額の10％超となったため、当四半期より「その他事業」から区分表示することとした。 

  

③ 各区分に属する主要な製品等の名称 

   これら事業区分に属する主要な製品等は次の通りである。 

 
  

④ 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はない。 

  

前四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略している。 

  

前四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

 
       （注）①国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

②本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

             中南米・・・ドミニカ、ジャマイカ 

             その他の地域・・・タイ、アメリカ 

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る。 

  

【事業の種類別セグメント情報】

繊維事業 
(百万円)

不織布 
事業 

(百万円)

化学 
工業品 
事業 

(百万円)

自動車 
関連事業 
(百万円)

その他 
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

18,680 6,378 3,347 4,298 2,613 35,317 ― 35,317

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

8 4 ― ― 29 43 (43) ―

計 18,688 6,383 3,347 4,298 2,643 35,360 (43) 35,317

営業費用 18,601 4,604 2,865 4,127 2,555 32,753 (60) 32,693

営業利益 87 1,778 481 171 88 2,607 17 2,624

事業区分 主要製品名等

繊維 紡績糸、織物、編物、二次製品

不織布 超精密加工用研磨材、不織布、合皮

化学工業品 化学工業製品

自動車関連 車輌、自動車部品

その他 電子機器製品、化成品、ボウリング場の経営

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

中南米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,298 1,411 5,709

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― 35,317

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（%）
12.2 4.0 16.2
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当第３四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであ

る。 

 
(注) １ 金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については消去していない。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

当第３四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであ

る。 

 
(注) １ セグメント間の取引については消去していない。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次の通りであ

る。 

 
(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれていない。なお、セグメント間の取引については消去している。 

２ 総販売実績に対する販売実績の割合が100分の10以上の相手先はない。 

  

6. その他の情報

生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

繊維事業 9,167

研磨材事業 6,115

化学工業品事業 3,463

その他事業 1,450

合計 20,197

(2) 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 受注残高(百万円)

研磨材事業 5,371 40

化学工業品事業 3,340 2,292

その他事業 773 36

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 金額(百万円)

繊維事業 15,346

研磨材事業 6,072

化学工業品事業 3,590

自動車関連事業 3,759

その他事業 2,059

合計 30,827
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