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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 17,791 △35.8 △16 ― 692 △46.6 446 △2.0
21年3月期第1四半期 27,706 ― 1,346 ― 1,296 ― 455 ―

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

22年3月期第1四半期 7.44 ―
21年3月期第1四半期 7.60 7.60

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

22年3月期第1四半期 91,939 44,462 47.7 731.89
21年3月期 92,898 43,268 45.7 708.37

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  43,859百万円 21年3月期  42,449百万円

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

21年3月期 ― 7.50 ― 5.00 12.50
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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

第2四半期 
連結累計期間 37,200 △32.0 150 △93.7 1,100 △60.6 800 △39.5 13.35

通期 75,000 △23.6 500 △81.4 2,050 △29.9 1,050 22.3 17.52
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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）  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、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） 

(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21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、本日付の「業績予想の修正に関するお
知らせ」および本資料5～6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参照ください。 
２．上記の業績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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異
なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 64,633,646株 21年3月期  64,633,646株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  4,707,761株 21年3月期  4,707,760株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 59,925,886株 21年3月期第1四半期 59,912,928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１四半期における日本経済は、世界的な景気後退による企業業績の悪化と、それによる雇用・

所得等の先行き不安感が高まるなか、個人消費の低迷が続く厳しい経済環境となりました。 そのよ

うな環境下、市場における商品の在庫調整が緩やかに進展し、生産数量の減少幅は徐々に緩和する

方向に向かっております。しかしながら、依然として需給バランスは不均衡の状態にあり、景気の

先行きは未だ不透明な状況にあります。 

具体的な当第１四半期の連結業績は、売上高 177 億 91 百万円（前年同期比 35.8％減）、営業損失

16 百万円（前年同期 営業利益 13 億 46 百万円）、経常利益 6億 92 百万円（同 46.6％減）、四半期純

利益 4億 46 百万円（同 2.0％減）となりました。 

 

［事業別の業績概況］ 

（オートモーティブ事業） 

シート事業・エアバッグ事業共に市況は大変厳しいものでした。世界不況の震源地である米国

ばかりでなく、他の先進国や新興国を含めた世界中の自動車販売台数が激減しました。しかしな

がら、当第１四半期においては、在庫調整が一巡したことや各国政府のインセンティブ政策など

が功を奏し、徐々にではありますが売上は回復の様相を見せ始めました。ただし、依然として前

年対比では売上6割弱の大幅減であることには変わりなく、また今後の需給動向についてもインセン

ティブの反動など予断を許さない状況が続くことが予想され、注意深く情勢を分析していきます。 

当事業の売上高は65億79百万円（前年同期比 46.0％減）、営業損失40百万円（前年同期 営業利

益9億26百万円）となりました。 

 

（ハイファッション事業） 

景気後退による企業環境と雇用環境の悪化から、消費者の生活防衛意識が高まり、消費マイン

ドが急激に冷え込みました。国内の百貨店や専門店でも売上が落ち込み、アパレル業界全般が不

調に陥りました。さらには米国の景気落ち込みとそれに輪をかけるような円高による輸出減少な

ど、当事業環境は非常に厳しいものとなりました。 

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、ならびにＫＢセーレン㈱の差別化原糸と当社差別化繊維加工を合わせたグループ一貫企画・

生産商品については市場より大きな支持を受け、堅調に売上を維持しました。 

当事業の売上高は69億8百万円（同 21.5％減）、営業利益は1億14百万円（同 50.9％減）となり

ました。 
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（エレクトロニクス事業） 

世界同時不況の影響は世界中のデジタル家電業界にも広がり、関係工場は大規模な減産や在庫

調整、さらには操業停止へと追い込まれました。当社グループにおいても、顧客工場の減産ばか

りか、急激な円高の影響も受け、電磁波シールド材「プラット®」、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®」においては、過去に例を見ないような受注数量

の大幅ダウンとなりました。また、セーレン電子㈱における繊維機械販売の主力マーケットであ

る中国市場が低迷、売上が激減したことも合わせ、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17億55百万円（同 42.2％減）、営業損失は67百万円（前年同期 営業利益2億

79百万円）となりました。 

 

（インテリア・ハウジング事業） 

住宅着工件数が減少する中、ハウスラップ材「ラミテクト®」、遮熱型透湿ルーフィング「ルー

フラミテクト®ＲＸ」の住宅建築関連商品は苦戦を強いられております。特に当第１四半期におい

ては、大手建材メーカー等の住宅資材の在庫調整が入り、当社グループのハウジング資材の売上

がさらに減少しました。またオフィスインテリア資材についても、オフィスビルの建設やオフィ

ス移転に関わるオフィス関連商品の需要が激減し、当社グループの売上が減少しました。 

当事業の売上高は12億46百万円（同 44.0％減）、営業利益は26百万円（同 74.1％減）となりました。 

 

（メディカル事業） 

薬用美白スキンケア商品「セリサージュ®」、美肌老化防止商品「絹麗粋®」、ヘアケア商品「シ

ルティア®」などの化粧品事業、そして差別化商品である人工血管基材、伸縮性貼付剤基布、特殊

伸縮性不織布「エスパンシオーネ®」などのメディカル資材事業においては、ほぼ前年の売上水準

を維持しました。さらに前年7月に販売を開始した即効性消臭商品「イノドールクイックＴＭ瞬感消

臭」は、予想以上の大きな反響を頂き、各種メディアでも大きく取り上げて頂きました。当第１

四半期は、さらに多くのユーザーに喜んで頂けるよう、新アイテムを数多く取り揃え、当期の売

上増を期待しております。 

当事業の売上高は11億52百万円（同 8.7％減）、営業利益は1億39百万円（同 0.8％増）の減収・

微増益となりました。 

 

（その他の事業） 

セーレン商事㈱の保険事業等はほぼ順調に推移しましたが、セーレンコスモ㈱の人材派遣事業

は、顧客企業での人員削減の影響を受け、非常に厳しい環境となりました。 

当事業の売上高は1億49百万円（同 23.3％減）、営業利益は81百万円（前年同期 営業損失15百

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 

当第１四半期末における総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、商品及び製品などの流

動資産が減少し、全体で前期末と比較して 9 億 58 百万円減少の 919 億 39 百万円となりました。負

債の部は、借入金の減少などにより 21 億 52 百万円減少し、474 億 77 百万円となりました。純資産

は、為替レート変動による為替換算調整勘定の増加などにより 11 億 93 百万円増加し、444 億 62 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、非資金取引項

目である減価償却費 13 億 62 百万円や、売上債権、棚卸資産の減少などの資金増加要因があり、全

体では 16億 36 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 6億 62 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 9億 74

百万円の増加となりました。また、財務活動によるキャッシュ･フローは、借入金の純減および配当

金の支払いなどにより 16 億 41 百万円の支出となりました。これらの結果、現金及び現金同等物は

前期末より 4億 67 百万円減少し、当第１四半期末残高は 30 億 91 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１四半期の連結業績は売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益とも計画を上回りました。

この理由は、当初の過酷で長期化する景気悪化を想定し策定した計画に対し、当第１四半期に市場

の在庫調整が進展し、僅かながら市況が回復に向かい始めたことが要因です。しかしながら、今後

の情勢は未だ不透明であり、下期見通しにつきましては、期初の予想を据え置きます。 

従いまして、平成 21 年 5月 13 日に発表しました第 2四半期連結累計期間および通期の業績予想を

以下の通り修正いたします。 

 

平成 22 年 3月期第 2四半期連結累計期間連結業績予想（平成 21 年 4 月 1日～平成 21 年 9月 30 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 21 年 5 月 13 日発表） 

35,900 △800 150 △350 △5 円 84 銭

修 正 予 想（Ｂ） 
(平成 21 年 7月 30 日発表) 37,200 150 1,100 800 13 円 35 銭

増 減 額（Ｂ－Ａ） 1,300 950 950 1,150 ― 

増 減 率（％） 3.6％ ― 633.3％ ― ― 

（ご参考）前期第 2四半期実績 
（平成21年3月期第2四半期） 54,710 2,375 2,791 1,323 22 円 08 銭
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平成 22 年 3月期通期連結業績予想（平成 21 年 4月 1日～平成 22 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 21 年 5 月 13 日発表） 

73,700 △450 1,100 50 0 円 83 銭

修 正 予 想（Ｂ） 
(平成 21 年 7月 30 日発表) 75,000 500 2,050 1,050 17 円 52 銭

増 減 額（Ｂ－Ａ） 1,300 950 950 1,000 ― 

増 減 率（％） 1.8％ ― 86.4％ ― ― 

（ご参考）前期実績 
（平成 21年 3 月期） 98,190 2,693 2,925 858 14 円 33 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 

該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,201 3,674

受取手形及び売掛金 17,333 17,849

商品及び製品 6,702 7,102

仕掛品 1,974 2,018

原材料及び貯蔵品 2,545 2,727

その他 2,237 2,183

貸倒引当金 △32 △34

流動資産合計 33,961 35,521

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,363 24,459

機械装置及び運搬具（純額） 14,432 14,597

工具、器具及び備品（純額） 617 647

土地 9,523 9,490

その他（純額） 1,989 1,436

有形固定資産合計 50,926 50,630

無形固定資産 741 752

投資その他の資産   

その他 6,377 6,064

貸倒引当金 △42 △46

投資損失引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 6,310 5,993

固定資産合計 57,977 57,376

資産合計 91,939 92,898
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,716 8,868

短期借入金 11,550 12,856

未払法人税等 329 215

賞与引当金 457 1,041

その他 3,267 3,331

流動負債合計 24,322 26,313

固定負債   

長期借入金 15,222 15,237

役員退職慰労引当金 237 241

退職給付引当金 5,806 5,822

負ののれん 1,378 1,519

その他 509 495

固定負債合計 23,155 23,316

負債合計 47,477 49,629

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,520 17,520

資本剰余金 16,838 16,838

利益剰余金 14,935 14,789

自己株式 △3,928 △3,928

株主資本合計 45,365 45,219

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 216 △34

為替換算調整勘定 △1,723 △2,734

評価・換算差額等合計 △1,506 △2,769

少数株主持分 603 818

純資産合計 44,462 43,268

負債純資産合計 91,939 92,898
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(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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 27,706 17,791

売上原価 21,461 14,111

売上総利益 6,244 3,680

販売費及び一般管理費 4,898 3,696

営業利益又は営業損失（△） 1,346 △16

営業外収益   

受取利息 32 23

受取配当金 29 22

負ののれん償却額 279 283

為替差益 － 311

その他 39 163

営業外収益合計 381 804

営業外費用   

支払利息 83 84

為替差損 332 －

その他 16 11

営業外費用合計 432 95

経常利益 1,296 692

特別利益   

固定資産売却益 6 13

その他 － 2

特別利益合計 6 15

特別損失   

固定資産処分損 13 15

たな卸資産評価損 255 －

特別退職金 － 21

その他 0 －

特別損失合計 269 37

税金等調整前四半期純利益 1,032 670

法人税等 568 222

少数株主利益 9 1

四半期純利益 455 446
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益 1,032 670

減価償却費 1,506 1,362

負ののれん償却額 △279 △283

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △695 △583

退職給付引当金の増減額（△は減少） △169 △16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △73 △3

受取利息及び受取配当金 △62 △45

支払利息 83 84

為替差損益（△は益） 485 △276

固定資産処分損益（△は益） 7 2

売上債権の増減額（△は増加） △739 623

たな卸資産の増減額（△は増加） 95 787

仕入債務の増減額（△は減少） △127 △214

未払消費税等の増減額（△は減少） 233 △317

その他 767 12

小計 2,077 1,797

利息及び配当金の受取額 62 45

利息の支払額 △99 △99

法人税等の支払額 △865 △106

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,175 1,636

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 △3,232 △676

有形固定資産の売却による収入 14 30

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

その他 △29 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,253 △662

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） 1,843 △1,456

長期借入れによる収入 1,000 1,000

長期借入金の返済による支出 △867 △864

株式の発行による収入 11 －

配当金の支払額 △449 △299

少数株主への配当金の支払額 △16 △15

その他 0 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,520 △1,641

現金及び現金同等物に係る換算差額 △614 199

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,173 △467

現金及び現金同等物の期首残高 4,597 3,559

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,424 3,091
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該当事項はありません。 

  

前第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) 

  

 
(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 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(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、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】

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

12,186 8,800 3,036 2,225 1,262 194 27,706 ― 27,706

(2) セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

2 3 254 46 0 316 624 (624) ―

計 12,188 8,804 3,291 2,272 1,262 510 28,330 (624) 27,706

営業利益又は  
営業損失（△）

926 232 279 101 138 △15 1,663 (316) 1,346

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

6,579 6,908 1,755 1,246 1,152 149 17,791 ― 17,791

(2) セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

1 5 75 11 ― 227 321 (321) ―

計 6,581 6,913 1,830 1,258 1,152 377 18,113 (321) 17,791

営業利益又は  
営業損失（△）

△40 114 △67 26 139 81 253 (269) △16

(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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