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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 123,275 ― 1,309 ― 1,600 ― 709 ―

20年3月期第3四半期 120,672 1.3 2,921 △18.6 2,821 △24.1 4,444 131.9

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 3.09 ―

20年3月期第3四半期 19.39 ―

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 183,388 85,618 44.0 352.01
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3四半期  80,671百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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 162,500 △1.8 1,600 △65.8 1,400 △62.5 300 △91.7 1.31

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3四半期  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3四半期  17,763,305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3四半期  229,203,415株 20年3月期第3四半期  229,263,996株
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当第３四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年１２月３１日まで）におけるわが国経済は、資

源・エネルギー価格の高騰や海外経済の先行き不透明感の高まりを背景に、企業の投資意欲の低下や消費者心理の

冷え込み、景気の減速が徐々に鮮明となりました。さらに、９月の米国金融危機の深刻化以降は、急激な世界経済

の失速と円高進行とともに企業収益は大幅に悪化し、個人消費も低調に推移するなど、景気は一気に後退局面に入

りました。 

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、コストインフレと製品デフレ、国内需要

低迷といったきびしい状況が続くなか、米国金融危機以降は、海外市場の需要減退と円高進行による採算悪化によ

り輸出も低迷しました。 

また、非繊維部門の主要販売先である自動車業界は、海外需要に支えられ比較的堅調に推移していたものの、ガ

ソリン価格の高騰により新車販売が低調となり、さらに米国金融危機以降は、世界的に需要が急激に落ち込み、大

幅な減産に入るという事態となっております。住宅関連業界も景気減速のなかで、不動産の買い控えの動きが続

き、新設住宅着工戸数は低水準で推移しました。 

このような情勢下にあって当社グループは、収益力の強化を目指して、生産・調達構造を見直し、コスト低減の

徹底をはかる一方、顧客との連携強化、景気動向に左右されない高付加価値商品の開発及び新規市場の開拓に努め

ました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は１，２３２億円（前年同期比２．２％増）となりましたが、環

境悪化の影響を受け、営業利益は１３億円（前年同期比５５．２％減）、経常利益は１６億円（前年同期比４３．

３％減）、四半期純利益は７億円（前年同期比８４．０％減）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） 

国内では、ユニフォーム分野が若干の減収となりましたが、カジュアル分野は大手ＳＰＡ向けが順調に推移し

ました。 

海外では、東南アジアの連結子会社は新商品投入と販売先の見直しを行ったことなどにより回復基調となりま

した。 

この結果、売上高は６６４億円（前年同期比３．９％増）となりましたが、利益面ではコストアップの影響、

デニム輸出の採算悪化、羊毛部門の不振などにより、１２億３千万円の営業損失（前年同期は営業損失３億８千

万円）となりました。 

（化成品事業） 

自動車内装材向け軟質ウレタンフォーム及びフィルム分野は順調に推移しておりましたが、１０月以降は急激

に需要が落ち込み、きびしい状況で推移しました。 

住宅建材や半導体関連商品も、住宅着工の低迷や半導体業界の設備投資凍結の影響を受け低調に推移しまし

た。 

この結果、売上高は３５６億円（前年同期比１．３％増）、営業利益は２億４千万円（前年同期比６１．２％

減）となりました。 

（不動産活用事業） 

景気減退のきびしい環境のなか、安定的な収益確保を目指し、引き続き賃貸事業の推進に注力しましたが、売

上高は４８億円（前年同期比０．９％減）、営業利益は２２億４千万円（前年同期比２．０％減）となりまし

た。 

（工作機械事業） 

主力の横中ぐりフライス盤は、１０月以降の新規受注は減少傾向にあるものの、エネルギー関連や造船関連な

ど重厚長大産業向け既受注分の出荷が順調に推移しました。 

この結果、売上高は５３億円（前年同期比６．９％増）、営業利益は８億９千万円（前年同期比２．４％減）

となりました。 

（エレクトロニクス事業） 

自動計量装置や画像処理技術を応用した基板検査システムは堅調に推移しましたが、コンピュータ・カラーマ

ッチング・システムや赤外線計測システムが低調でした。 

この結果、売上高は３０億円（前年同期比５．７％増）、営業利益は０．９千万円（前年同期比９５．５％

減）となりました。 

【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 
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（その他の事業） 

エンジニアリング部門はガス処理装置及び大口案件のあったバイオマスボイラーが順調でした。 

バイオメディカル部門は核酸分離装置が堅調でしたが、細胞製品、受託解析サービス及び画像機器が低調でし

た。 

食品部門は、個人消費の冷え込みや原燃料費のアップ、品質管理費用の増加などにより低調に推移しました。

この結果、その他の事業の売上高は７８億円（前年同期比９．２％減）、営業利益は０．６千万円（前年同期

比８７．７％減）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。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、株価下落による評価差額の減で投資有価証券が減少したことなどによ

り、１，８３３億円と前連結会計年度末に比べ１６２億円減少しました。 

負債は、固定負債の「その他」に属する繰延税金負債が減少したことなどにより、９７７億円と前連結会計年度

末に比べ７５億円減少しました。 

純資産は、その他有価証券評価差額金や為替換算調整勘定が減少したことなどにより、８５６億円と前連結会計

年度末に比べ８６億円減少しました。 

この結果、自己資本比率は４４．０％と前連結会計年度末に比べ０．６ポイント低下しました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、１８億８千万円減少し、

当第３四半期連結会計期間末では１１４億１千万円となりました。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３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、１７億９千万円となりました。これは、たな

卸資産の増加額２７億２千万円、仕入債務の減少額１２億４千万円などによる減少があったものの、減価償却費の

内部留保５３億円などの増加があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、２２億８千万円となりました。これは、有形

及び無形固定資産の取得による支出３９億５千万円、有形及び無形固定資産の売却による収入１２億９千万円など

によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、８億９千万円となりました。これは、配当金

の支払額１６億円、長期借入金の返済による支出１５億７千万円、短期借入金の増加による収入２１億１千万円な

どによるものです。 

  

通期（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日）の連結業績予想につきましては、 近の業績動向を踏ま

え、平成２０年１１月７日に公表した業績予想を修正いたしました。 

なお、詳細は、本日別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

２．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簡便な会計処理 

固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

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、法人税等に含めて表示しております。 

  

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 

（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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

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、

当第３四半期連結累計期間の営業利益は２８３百万円減少しておりますが、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。 

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  

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３四半期連結累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、法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、有形固定資産の一部に

ついて、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益は２２３百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益は２２５百万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。 
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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 12,089 13,756

受取手形及び売掛金 40,900 43,546

有価証券 1,081 1,081

商品及び製品 13,984 13,159

仕掛品 8,126 7,427

原材料及び貯蔵品 5,616 5,031

その他 4,194 4,087

貸倒引当金 △205 △160

流動資産合計 85,788 87,930

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 31,742 33,402

その他（純額） 30,954 33,433

有形固定資産合計 62,697 66,836

無形固定資産 1,824 1,955

投資その他の資産   

投資有価証券 26,982 37,031

その他 6,506 6,377

貸倒引当金 △410 △501

投資その他の資産合計 33,078 42,907

固定資産合計 97,600 111,699

資産合計 183,388 199,630
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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 24,879 26,302

短期借入金 23,552 22,016

未払法人税等 401 681

賞与引当金 489 1,465

役員賞与引当金 － 20

事業構造改善引当金 513 1,095

その他 8,130 8,133

流動負債合計 57,966 59,714

固定負債   

長期借入金 5,469 6,692

退職給付引当金 8,343 8,542

役員退職慰労引当金 726 659

長期預り敷金保証金 18,768 19,270

その他 6,494 10,437

固定負債合計 39,802 45,604

負債合計 97,769 105,318

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,040 22,040

資本剰余金 18,257 18,258

利益剰余金 46,348 47,343

自己株式 △3,249 △3,239

株主資本合計 83,397 84,402

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,675 10,192

繰延ヘッジ損益 △54 △40

為替換算調整勘定 △7,346 △5,521

評価・換算差額等合計 △2,725 4,631

少数株主持分 4,947 5,277

純資産合計 85,618 94,311

負債純資産合計 183,388 199,630
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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 123,275

売上原価 105,688

売上総利益 17,586

販売費及び一般管理費 16,277

営業利益 1,309

営業外収益  

受取利息 193

受取配当金 621

持分法による投資利益 28

その他 281

営業外収益合計 1,125

営業外費用  

支払利息 516

その他 317

営業外費用合計 834

経常利益 1,600

特別利益  

固定資産売却益 860

投資有価証券売却益 480

特別利益合計 1,340

特別損失  

たな卸資産処分損 484

投資有価証券評価損 291

特別損失合計 776

税金等調整前四半期純利益 2,164

法人税等 1,164

少数株主利益 291

四半期純利益 709
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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 2,164

減価償却費 5,306

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

△203

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

受取利息及び受取配当金 △815

支払利息 516

為替差損益（△は益） 22

持分法による投資損益（△は益） △28

有形及び無形固定資産売却損益（△は益） △861

有形及び無形固定資産除却損 54

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △480

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 291

売上債権の増減額（△は増加） 2,079

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,727

仕入債務の増減額（△は減少） △1,241

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） △582

その他 △1,057

小計 2,431

利息及び配当金の受取額 751

利息の支払額 △442

法人税等の支払額 △948

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,791

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） △215

有価証券の取得による支出 △470

有価証券の償還による収入 570

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,957

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,294

投資有価証券の取得による支出 △111

投資有価証券の売却による収入 788

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 4

その他 △274

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,282
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（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) 

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） 2,113

長期借入れによる収入 350

長期借入金の返済による支出 △1,571

自己株式の取得による支出 △14

自己株式の売却による収入 3

配当金の支払額 △1,604

その他 △177

財務活動によるキャッシュ・フロー △899

現金及び現金同等物に係る換算差額 △492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,882

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 11,417
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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。 

  

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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益はその他の事業が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、当第３四半期連結累計期間の営業利益は化成品事業が４４百万円、エレクトロニクス事業が１３百万

円、その他の事業が４６百万円それぞれ減少し、不動産活用事業が０百万円増加、営業損失は繊維事業が

１７９百万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、法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、有形固定資産の一

部について、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益は化成品事業が２２百万円、不動産活用事業が０百

万円それぞれ減少し、その他の事業が２百万円増加、営業損失は繊維事業が２０３百万円増加しておりま

す。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

a.事業の種類別セグメント情報 

  
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 
 66,487  35,629  4,862  5,324  3,097  7,873  123,275 －  123,275

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 21  6  191 －  8  64  293 (293) － 

計  66,509  35,635  5,054  5,324  3,106  7,938  123,569 (293)  123,275

営業利益又は営業損失

（△） 
 △1,235  240  2,246  893  9  6  2,159 (850)  1,309
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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、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益は日本が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、当第３四半期連結累計期間の営業利益は日本が２２６百万円、その他の地域が６百万円それぞれ減少

し、営業損失はアジアが４９百万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、法人税法の改正を契機として耐用年数を見直した結果、有形固定資産の一

部について、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益は日本が２２３百万円減少しております。 

  

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。 

  

b.所在地別セグメント情報 

  
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  108,525  9,680  5,070  123,275     －  123,275

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,285  3,283  3  4,573 (4,573)     － 

計  109,811  12,963  5,073  127,849 (4,573)  123,275

 営業利益又は営業損失（△）  1,767  △237  566  2,096 (787)  1,309

c.海外売上高 

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円）  22,265  7,970  30,236

Ⅱ．連結売上高（百万円）      123,275

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 18.0  6.5  24.5

（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」  

前年同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） 

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  120,672

Ⅱ 売上原価  101,727

売上総利益  18,944

Ⅲ 販売費及び一般管理費  16,023

営業利益  2,921

Ⅳ 営業外収益      

受取利息及び配当金  693

持分法による投資利益  30

その他  312

営業外収益計  1,037

Ⅴ 営業外費用      

支払利息  478

その他  658

営業外費用計  1,136

経常利益  2,821

Ⅵ 特別利益   5,202

Ⅶ 特別損失   244

税金等調整前四半期純利益   7,780

法人税、住民税及び事業税   3,089

少数株主利益  246

四半期純利益  4,444
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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） 

（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。 

  

（２）セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

  
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 
 64,012  35,169  4,907  4,980  2,930  8,673  120,672 －  120,672

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 21  2  185 －  15  123  348 (348) － 

計  64,033  35,171  5,092  4,980  2,945  8,796  121,021 (348)  120,672

営業費用   64,416  34,553  2,800  4,065  2,742  8,746  117,323  427  117,751

営業利益又は営業損失

（△） 
 △382  618  2,292  915  203  50  3,697 (776)  2,921
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