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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 79,281 ― 3,280 ― 3,835 ― 1,630 ―
20年3月期第3四半期 85,236 2.6 5,104 8.6 5,844 1.9 3,607 13.6

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3四半期 27.21 27.21
20年3月期第3四半期 59.42 59.37

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 104,744 46,599 43.6 762.05
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3四半期  45,666百万円 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  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 99,000 △12.3 3,000 △55.0 2,950 △59.7 800 △81.6 13.35

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、5～6ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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.上記の業績予想につきましては、平成20年10月22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21年2月5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、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3四半期  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3四半期  4,707,465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3四半期  59,920,801株 20年3月期第3四半期  60,705,933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３四半期の世界経済は、9 月 15 日に発生した米国金融機関の破綻をきっかけに大きく一変し、

その落ち込みの規模は予想をはるかに越え、猛烈なスピードで全世界を駆け巡りました。その影響は世

界を代表する製造企業も巻き込み、すさまじいまでの業績の悪化・リストラへと発展し、世界同時不況

を連想させるような重大な局面に陥りました。国内経済においても、自動車産業やエレクトロニクス産

業などのグローバル企業が、世界経済の大幅な落ち込みと急激な円高の直撃を受けて業績を大きく悪化

させ、販売不振と在庫調整の対応策として、大規模な減産とそれに伴う大掛かりな人員削減へと追い込

まれました。 

当社グループを取り巻く環境も、当期前半の異常な原油高に加え、10 月以降のすさまじい市況悪化

による売上減（前年同期比 7.0％減、59 億円減）や、円高による為替差損の拡大（同 2 億 8 百万円増：

当第３四半期 3 億 4 百万円の差損）など、非常に厳しい企業環境となりました。特にセグメント別に

は、売上・利益で大きな構成比を占めるオートモーティブ事業やエレクトロニクス事業において大きな

打撃を受けました。ただし、市況悪化の影響が比較的少ない事業もいくつかあり、ビスコテックスファ

ッション事業やメディカル事業、ＰＤＰ用繊維メッシュ事業などではむしろ増産対応をしています。 

このような状況下、当社グループは緊急対策として、徹底的な原価低減活動（効果金額 22 億 30 百

万円）および減産体制と人員の縮小などを実施してきました。しかし、それ以上のスピードと規模で悪

化する市況や円高差損をカバーするまでにはとても至らず、売上高、利益とも前年同期比で大幅な減

収・減益となりました。 

具体的な当第３四半期の連結業績は、売上高 792 億 81 百万円（前年同期比 7.0％減）、営業利益 32

億 80 百万円（同 35.7％減）、経常利益 38 億 35 百万円（同 34.4％減）、四半期純利益 16 億 30 百万円

（同 54.8％減）となりました。 

なお、減価償却費は前年同期比 5 億 68 百万円増加し 47 億 28 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、82 百万円でありました。また、特別損失として、

合計で 7 億 23 百万円（同 6 億 88 百万円増）を計上しておりますが、その主なものは、投資有価証券

評価損 2 億 52 百万円、事業整理損失 1 億 29 百万円および当期より導入された棚卸資産評価損 2 億 55

百万円があります。 

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３四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。特に第３四半期に入

り、先進国はもちろん新興国を含む世界中の自動車販売台数が激減し、震源地である米国をはじめ輸

出比率が多い国において、過去経験したことのないような大幅な減産の影響を受けました。当社グル
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ープにおいても、即刻関連する工場や国内外子会社において、生産調整や原価低減・人員縮小などの

対策をとりましたが、世界的な減産のスピードと規模はそれをはるかに上回り、事業全体では大幅な

減収・減益を余儀なくされました。なお、海外全体では米国、タイで苦戦したものの、中国のシート事

業が当期よりフル稼動になったことが大きく貢献し、増収・増益を維持できました。 

当事業の売上高は350億36百万円（前年同期比 5.6％減）、営業利益は22億56百万円（同 27.7％減）

となりました。 

 

（ハイファッション事業） 

百貨店、専門店をはじめとするアパレル業界全般の不調、米国景気の大幅な落ち込みや円高による

輸出関連の減少、そして日を追うごとに個人消費が減退するなど、非常に厳しい事業環境でした。当

社グループにおいても、委託加工数量の大幅なダウン、スポーツ・インナー販売の低調、海外販売の

ダウン、ＫＢセーレン㈱のファッション事業の不振など厳しい内容でした。加えて10月以降に原油価

格はダウンに転じましたが、エネルギー以外の原染料の値下げはほとんど進まないなど採算性の改善

も先送りとなり、事業全体では減収・減益となりました。 

当事業の売上高は255億64百万円（同 11.0％減）、営業利益は6億42百万円（同 7.1％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、

当期初めより生産能力の増強をしながら順調に売上を伸ばし、今後の拡大につなげることができました。 

 

（エレクトロニクス事業） 

当第３四半期に入り、エレクトロニクス関連商品の販売が急激に悪化し、世界中の半導体やＨＤＤ、

デジタル関連の工場などで大幅な減産あるいは操業停止へと発展しました。当社グループにおいても、

第３四半期に入り、顧客工場での唐突で大規模な減産と急激な円高の影響を受け、電磁波シールド材

「プラット®」におけるガスケット材、ＫＢセーレン㈱のワイピングクロス「ザヴィーナ®」、導電糸

「ベルトロン®」が大幅にダウンしました。さらに、セーレン電子㈱の中国向けの機械販売が不調だ

ったことも重なり、事業全体で大幅な減収・減益となりました。 

当事業の売上高は80億24百万円（同 9.8％減）、営業利益は4億69百万円（同 65.4％減）となりまし

た。なお、ＰＤＰ用の繊維メッシュ事業は計画通りに推移しています。 

 

（インテリア・ハウジング事業） 

ハウスラップ材「ラミテクト®」シリーズとして8月に新発売した遮熱透湿ルーフィング「ルーフ

ラミテクト®ＲＸ」などの効果もあって、住宅建築関連商品は順調に推移しました。しかし、オフィ

ス・インテリア関連商品においては、オフィスビル建設が一巡したことや企業業績が悪化する中での

オフィス・インテリアの需要が低下したことなどにより、苦戦を強いられました。また、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・減益となりました。 
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当事業の売上高は65億98百万円（同 7.7％減）、営業利益は2億98百万円（同 39.0％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34億88百万円（同 21.3％増）、営業利益は3億25百万円（同 50.6％増）となりま

した。 

なお、7月に発表した即効性消臭商品「イノドール®クイック瞬感消臭ＥＸ」は、予想以上の大き

な反響をいただき、テレビ、新聞、雑誌などでも大きく取り上げていただきました。今後、商品アイ

テムや機能をさらに充実させ、そして何よりもユーザーのご意見を反映させた使いやすい商品を目指

して、商品開発・販路開拓に努めていきます。また、10月に新発売したヘアボリュームアップ剤「へ

アチューン®」も好評を頂いており、今後拡販に努めます。 

 

（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、ナゴヤセーレン㈱のゴル

フ練習場事業など、ほぼ順調に推移しました。また、当社がＪＲ福井駅前に保有するホテル賃貸事業

が軌道に乗り出し、売上・利益ともに貢献しました。その結果、その他の事業全体では、増収・増益

となりました。 

当事業の売上高は5億68百万円（同 19.8％増）、営業利益91百万円（同 152.5％増）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四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 42 億 79 百万円減少の 1,047 億 44 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 21 億 23 百万円減少し、581 億 85 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 21億 55 百万円減少し、465 億 59 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 31億 29百万円のほか、減価償却費 47億 28百万円等の非資金

取引項目があり、全体では 49 億 27 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 67億 67百万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 18 億 39 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26億57百万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42百万円増加し、当第３四半期末残高は46億40百万円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期の連結業績における通期計画に対する進捗率は、売上高 72.9％、営業利益 61.9％、経

常利益 63.9％、当期純利益 58.2％と、売上高・利益とも 75％を下回りました。これらは、第２四半期

までの異常な原油高がすべての生産コストを押し上げ企業収益を大きく圧迫したことや、第３四半期に

入ってからは、すさまじいまでの世界経済の収縮と急激な円高により、売上・利益を大きく悪化させた

ことによるもので、これらの影響は、当社グループが講じた徹底的な原価低減活動や減産体制・人員縮

小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、自動車やエレクトロニクス関連産業にとどまらず、一般経済全般にまでその影

響が広がる様相を見せており、世界レベルでの過剰な在庫、過剰な設備能力、過剰な雇用が解消される

まで、低迷が続くものと考えられ慎重な経営が必要です。 

従いまして、当期連結業績の通期予想を見直し、売上高 990 億円（前期比 12.3％減）、営業利益 30 億

円（同 55.0％減）、経常利益 29 億 50 百万円（同 59.7％減）、当期純利益 8 億円（同 81.6％減）といた

します。 

なお、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」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 21 年 3月期通期連結業績予想数値の修正（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 

前 回 発 表 予 想（Ａ） 
（平成 20 年 10 月 22 日発表） 

108,800 5,300 6,000 2,800 46 円 73 銭

修 正 予 想（Ｂ） 
（平成 21年 2月 5日発表） 99,000 3,000 2,950 800 13 円 35 銭

増 減 額（Ｂ－Ａ） △9,800 △ 2,300 △ 3,050 △ 2,000 ― 

増 減 率（％） △9.0％ △43.4％ △50.8％ △71.4％ ― 

（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３四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
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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。 

 

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 1億 17 百万円、税金等調整前四半期純利益は 3億 73 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 4,642 4,599

受取手形及び売掛金 23,768 24,802

商品及び製品 8,266 8,423

仕掛品 2,278 2,807

原材料及び貯蔵品 3,323 3,288

その他 1,811 2,668

貸倒引当金 △53 △63

流動資産合計 44,038 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） 16,424 17,900

工具、器具及び備品（純額） 740 855

土地 9,671 9,788

その他（純額） 1,658 1,289

有形固定資産合計 53,175 54,329

無形固定資産 835 925

投資その他の資産   

その他 6,765 7,357

貸倒引当金 △70 △114

投資その他の資産合計 6,695 7,242

固定資産合計 60,706 62,497

資産合計 104,744 109,024
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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 14,205 17,431

短期借入金 16,268 13,968

未払法人税等 583 922

賞与引当金 417 1,266

その他 5,630 5,748

流動負債合計 37,105 39,337

固定負債   

長期借入金 12,758 11,489

役員退職慰労引当金 241 314

退職給付引当金 5,861 6,157

負ののれん 1,805 2,644

その他 414 365

固定負債合計 21,079 20,971

負債合計 58,185 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 15,560 14,851

自己株式 △3,928 △3,928

株主資本合計 45,990 45,270

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 204 510

為替換算調整勘定 △528 1,969

評価・換算差額等合計 △324 2,479

少数株主持分 893 965

純資産合計 46,559 48,715

負債純資産合計 104,744 109,024
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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 79,281

売上原価 62,415

売上総利益 16,865

販売費及び一般管理費 13,585

営業利益 3,280

営業外収益  

受取利息 82

受取配当金 49

負ののれん償却額 838

その他 171

営業外収益合計 1,142

営業外費用  

支払利息 254

為替差損 304

その他 27

営業外費用合計 586

経常利益 3,835

特別利益  

固定資産売却益 10

貸倒引当金戻入額 6

特別利益合計 17

特別損失  

固定資産処分損 64

投資有価証券評価損 252

たな卸資産評価損 255

事業整理損 129

その他 21

特別損失合計 723

税金等調整前四半期純利益 3,129

法人税等 1,463

少数株主利益 36

四半期純利益 1,630
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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 3,129

減価償却費 4,728

負ののれん償却額 △838

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） △850

退職給付引当金の増減額（△は減少） △296

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 △132

支払利息 254

為替差損益（△は益） 373

投資有価証券評価損益（△は益） 252

固定資産処分損益（△は益） 54

売上債権の増減額（△は増加） 543

たな卸資産の増減額（△は増加） 278

仕入債務の増減額（△は減少） △1,520

未払消費税等の増減額（△は減少） 443

その他 126

小計 6,460

利息及び配当金の受取額 132

利息の支払額 △268

法人税等の支払額 △1,395

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,927

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 △7,126

有形固定資産の売却による収入 24

投資有価証券の取得による支出 △23

その他 357

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,767

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） 2,130

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 △1,561

株式の発行による収入 11

配当金の支払額 △898

少数株主への配当金の支払額 △17

その他 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,657

現金及び現金同等物に係る換算差額 △775

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42

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 4,640
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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） 

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
35,036 25,564 8,024 6,598 3,488 568 79,281 - 79,281

(2) セグメント間 

  の内部売上高 

  又は振替高
6 13 705 133 0 1,055 1,915 (1,915) -

計 35,043 25,577 8,730 6,731 3,489 1,624 81,196 (1,915) 79,281

営業利益 2,256 642 469 298 325 91 4,083 (803) 3,280

(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」

要約前四半期連結損益計算書

科   目

前第３四半期

自平成19年４月１日

至平成19年12月31日

金額 百分比

百万円 ％

売  上  高 85,236 100.0

売 上 原 価 66,082 77.5

売上総利益 19,154 22.5

 販売費及び一般管理費 14,049 16.5

営業利益 5,104 6.0

営 業 外 収 益 1,059 1.2

営 業 外 費 用 319 0.4

経常利益 5,844 6.8

特 別 利 益 78 0.1

 特 別 損 失 34 0.0

 税金等調整前四半期（当期）純利益 5,888 6.9

 法人税等 2,219 2.6

 少数株主利益 61 0.1

 四半期（当期）純利益 3,607 4.2
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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３四半期

自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31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 5,888

減価償却費 4,159

売上債権の増減額（増加額△） △ 248

たな卸資産の増減額（増加額△） 592

仕入債務の増減額（減少額△） △ 436

退職給付引当金の減少額 △ 388

そ  の  他 △ 1,887

小       計 7,679

法人税等の支払額 △ 1,784

そ  の  他 △ 94 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,800

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 △ 9,443

有形固定資産の売却による収入 27

投資有価証券の取得による支出 △ 520

有価証券・投資有価証券の売却・償還による収入 120

そ  の  他 △ 190

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 10,007

３．財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の増加額 6,606

配当金の支払額 △ 915

少数株主への配当金支払額 △ 17

その他 △ 939

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,733

４．現金及び現金同等物に係る換算差額 55

５．現金及び現金同等物の増減額（減少額△） 581

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四半期期末（期末）残高 4,151
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事業の種類別セグメント情報

前第３四半期（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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
37,126 28,708 8,899 7,150 2,877 474 85,236 - 85,236

(2) セグメント間 

  の内部売上高 

  又は振替高
34 12 630 1,027 0 1,035 2,740 (2,740) -

計 37,161 28,721 9,530 8,177 2,877 1,509 87,977 (2,740) 85,236

営業費用 34,042 28,029 8,171 7,688 2,660 1,473 82,067 (1,935) 80,132

営業利益 3,118 691 1,358 488 216 36 5,910 (805) 5,104

  (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。

当第３四半期 ８３２百万円

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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