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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 11,982 ― 1,518 ― 1,563 ― 791 ―
20年12月期第2四半期 9,114 △9.0 497 △28.3 529 △27.0 313 126.8

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12月期第2四半期 30.26 ―
20年12月期第2四半期 11.80 11.80

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12月期第2四半期 19,647 11,924 60.7 455.75
20年12月期 19,386 11,405 58.8 435.83

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  11,924百万円 20年12月期  11,405百万円

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12月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年12月期 ― 0.00
21年12月期 

（予想）
― 15.00 15.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 23,000 11.8 2,500 56.3 2,550 53.3 1,400 45.2 53.50
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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、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．平成21年２月13日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
 
２．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、今後様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。 
 
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）および「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。なお、四半期連結財務諸
表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号
ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 27,089,400株 20年12月期  27,089,400株
② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  924,214株 20年12月期  919,918株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 26,167,238株 20年12月期第2四半期 26,542,656株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発した企業業績や雇用情勢の悪化な

ど、深刻な経済状況が続いています。 

 このような経営環境下、昨年度スタートさせた中期経営計画「帝国繊維(テイセン)２０１０」の２年目を迎えた当

社グループは、 

 「総合的で専門性の高い防災・危機管理事業」 

 「機能繊維の用途開発とリネン（麻）の総合事業」 

という二つの事業を更に価値ある事業に磨き上げるべく、グループ一丸となって取り組んでまいりました。  

 その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は以下のとおり、前年同期比大幅な増収増益を達成することができま

した。 

（％表示は対前年同期比増減率）

  

    上記の数値は、適用される会計基準が異なっているため、参考情報として記載しています。なお、会計基準の変更

  に伴う影響は軽微であります。 

  

事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりです。 

  

防災事業 

防災事業では、補正予算関連需要の急増などにより、消防ホースや防災資機材を中心に売上が大きく伸びたほ

か、新型インフルエンザ対策に関連した官公庁向け感染防止資機材の売上が大きく寄与したことから、売上高は92億

１千３百万円（前年同期比61.0％増）と大幅な増収となりました。 

特に、消防ホース・消火栓ホースの大幅な需要増加に対しましては、応需する体制を充実するため、鹿沼工場に

おける生産設備の増設、生産要員の増員など、生産能力の増強を図るとともに、その品質の維持・向上に努めていま

す。 

 

繊維事業 

 繊維事業では、国内外の繊維市場は極めて厳しい状況が続いており、当社におきましても、一部官公庁向け繊維資

材などの売上は伸びたものの、産業資材用の高機能繊維素材（ノーメックスやエレクティ）の需要低迷や麻綿混紡糸

などの売上減少が響き、売上高は23億３千８百万円（同16.0％減）となりました。 

  なお、リネン素材やリネン二次製品につきましては、欧州リネン素材メーカーとの提携関係強化による新たな製品

のラインアップを充実させるなど、取扱い商品の充実に力を注いでおります。 

  

    不動産賃貸事業・その他 

 不動産賃貸事業・その他では、不動産賃貸事業は順調に推移しておりますが、運搬機械などの架装を扱う子会社の

受注数量が大幅に減少したことから、売上高は４億３千万円（同28.9％減）に止まりました。 

    

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べて２億６千万円増加し、196億４千７百

万円となりました。これは、好調な業績を反映して現金及び預金が大幅に増加した一方で、売上債権の回収により受

取手形や売掛金が減少したことによるものです。 

 負債は、支払債務の減少などにより、前連結会計年度末と比べて２億５千８百万円減少し、77億２千２百万円とな

りました。 

 純資産につきましては、利益剰余金の増加を主因に、前連結会計年度末と比べて５億１千９百万円増加し、119億

２千４百万円となりました。 

 その結果、自己資本比率は60.7％（前連結会計年度末は58.8％）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

  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12月期 第２四半期  11,982  31.5  1,518  205.5  1,563  194.9  791  152.9

20年12月期 第２四半期  9,114  △9.0  497  △28.3  529  △27.0  313  126.8

２．連結財政状態に関する定性的情報
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〔キャッシュ・フローの状況〕 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて30億２千３百万円

増加し、55億７千７百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。 

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

 営業活動による資金の増加は、増益にともない、税金等調整前四半期純利益を15億３千２百万円計上したことに加

え、売上債権の回収が進んだことから、35億４千８百万円となりました。 

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

 投資活動による資金の支出は、鹿沼工場の生産設備等への投資があり、１億１千８百万円となりました。 

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

 財務活動による資金の支出は、配当金の支払などにより、４億６百万円となりました。 

  

  

 当社を取り巻く環境が大きく好転しています。特に防災事業では、大規模自然災害やテロなどの特殊災害など、災

害やリスクに係る自然環境・社会環境の変化や、それらに備える国家の重点政策“安全・安心の確保”を受けて、当

社の事業環境は、期待できる状況にあります。 

 防災・危機管理事業の分野では、大規模地震等への備えや国際情勢・社会経済情勢の変化に即した防災体制整備が

緊急に必要となることなどから、補正予算での対応が大規模に進められており、当社の主力商材である「ホース」

「防災車両」「防災資機材」「CBRNE機器」や「防火・防護服」などは、生活や社会の安全・安心を確保する装備品

として市場は着実に拡がってきています。 

 また、繊維事業の分野でも、リネン（麻）素材の持つ優れた特性を活かした二次製品の充実と拡販、高機能繊維の

新しい用途開発など、市場ニーズに向けて、当社の伝統や強みを活かした的確な対応に努めています。 

 当第２四半期連結累計期間につきましては、売上・利益とも計画を大幅に上回る結果となりましたが、平成21年12

月期の通期連結業績の見通しにつきましても、売上高230億円、営業利益25億円、経常利益25億５千万円、当期純利

益14億円と上方修正いたしました。 

 なお、この通期連結業績見込みを前年度の連結実績と比べますと、下記のとおり、大幅な増収増益となります。 

  

（ご参考）  

平成21年12月期連結業績予想 

                                                                                (％表示は対前期増減率）

      

   ※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

    んでおります。実際の業績は、今後の業況の変化等により、上記予想数値と異なる可能性があります。 

  

該当事項はありません。  

  

  

固定資産の減価償却費の算定方法  

当社及び連結子会社は、定率法を採用している資産に関しては、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。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

   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

21年12月期 連結業績

予想 
 23,000  11.8  2,500  56.3  2,550  53.3  1,400  45.2  53.50

20年12月期 連結業績

実績 
 20,570  △6.0  1,599  △14.1  1,663  △14.0  964  12.6  36.51

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
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①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用  

 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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第

１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 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。 

  なお、期首在庫に含まれる変更差額（40,445千円）は特別損失に計上しております。  

 この結果、同会計基準の適用に伴い、特別損失に40,445千円を計上し、税金等調整前四半期純利益が40,445千

円減少しております。  

 また、営業利益及び経常利益に与える影響は、軽微であり、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。 

 (追加情報） 

 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度税制改正を契機として、資産の利用状

況を見直した結果、機械装置について、第１四半期連結会計期間から、耐用年数を主として10年から７年に短縮

しております。 

 この変更による、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。 

 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）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：千円）

当第２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,577,698 2,553,849

受取手形及び売掛金 4,072,022 7,041,396

有価証券 999,750 －

商品及び製品 2,143,891 2,073,244

仕掛品 855,438 706,935

原材料及び貯蔵品 325,383 262,183

繰延税金資産 91,512 59,300

その他 65,590 351,886

貸倒引当金 △25,060 △36,009

流動資産合計 13,106,228 13,012,786

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,126,991 2,175,926

機械装置及び運搬具（純額） 388,238 356,362

工具、器具及び備品（純額） 68,837 74,759

土地 263,315 263,315

建設仮勘定 40,002 1,102

有形固定資産合計 2,887,385 2,871,466

無形固定資産   

借地権 39,904 39,904

その他 97,787 102,309

無形固定資産合計 137,692 142,213

投資その他の資産   

投資有価証券 3,068,681 2,910,176

長期貸付金 669,003 670,737

繰延税金資産 308,932 309,147

その他 148,226 148,718

貸倒引当金 △678,514 △678,562

投資その他の資産合計 3,516,330 3,360,217

固定資産合計 6,541,408 6,373,897

資産合計 19,647,636 19,386,684
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（単位：千円）

当第２四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,360,880 4,502,880

短期借入金 66,200 33,600

役員賞与引当金 20,000 40,000

未払法人税等 708,169 219,741

その他 691,783 413,403

流動負債合計 4,847,033 5,209,625

固定負債   

長期借入金 117,200 166,400

長期預り保証金 1,309,925 1,343,049

繰延税金負債 1,101,095 950,759

退職給付引当金 87,471 58,624

役員退職慰労引当金 260,025 252,750

固定負債合計 2,875,718 2,771,583

負債合計 7,722,751 7,981,208

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,373,364 1,373,364

資本剰余金 747,542 747,542

利益剰余金 8,839,462 8,440,072

自己株式 △362,616 △361,047

株主資本合計 10,597,753 10,199,931

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,311,551 1,214,726

繰延ヘッジ損益 15,580 △9,182

評価・換算差額等合計 1,327,131 1,205,543

純資産合計 11,924,884 11,405,475

負債純資産合計 19,647,636 19,386,684
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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：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 11,982,891

売上原価 8,856,741

売上総利益 3,126,149

販売費及び一般管理費 1,607,655

営業利益 1,518,494

営業外収益  

受取利息 6,034

受取配当金 40,333

その他 13,568

営業外収益合計 59,936

営業外費用  

支払利息 5,694

手形売却損 150

持分法による投資損失 3,919

為替差損 4,627

その他 956

営業外費用合計 15,349

経常利益 1,563,082

特別利益  

貸倒引当金戻入額 10,997

特別利益合計 10,997

特別損失  

固定資産処分損 1,473

たな卸資産評価損 40,445

特別損失合計 41,918

税金等調整前四半期純利益 1,532,161

法人税、住民税及び事業税 704,292

法人税等調整額 35,936

法人税等合計 740,228

四半期純利益 791,932
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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 1,532,161

減価償却費 152,915

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,997

受取利息及び受取配当金 △46,368

支払利息 5,694

持分法による投資損益（△は益） 3,919

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,846

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,275

固定資産処分損益（△は益） 1,473

売上債権の増減額（△は増加） 2,974,343

たな卸資産の増減額（△は増加） △282,350

仕入債務の増減額（△は減少） △1,002,747

預り保証金の増減額（△は減少） △33,123

その他の流動資産の増減額（△は増加） 159,095

その他の流動負債の増減額（△は減少） 254,937

その他 △1,612

小計 3,723,461

利息及び配当金の受取額 46,240

利息の支払額 △5,645

法人税等の支払額 △215,391

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,548,664

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 △112,061

有形固定資産の除却による支出 △13

無形固定資産の取得による支出 △8,117

投資有価証券の取得による支出 △193

貸付金の回収による収入 1,734

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,651

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 1,080,000

短期借入金の返済による支出 △1,080,000

長期借入金の返済による支出 △16,600

自己株式の取得による支出 △1,568

配当金の支払額 △388,244

財務活動によるキャッシュ・フロー △406,413

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,023,599

現金及び現金同等物の期首残高 2,553,849

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,577,449
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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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第

１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分はその類似性により下記の区分としております。 

繊維……………純麻、麻混紡、化合繊等 

防災……………消防ホース、救助工作車、救助器具等 

不動産賃貸……ビル、ショッピングセンター等賃貸事業 

その他…………運搬機械製造、遊技場経営等 

  

    ２．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） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（3）に記載のとおり、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）を適用しております。なお、この変更に

伴うセグメント情報へ与える影響は軽微であります。  

    ３．追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

「定性的情報・財務諸表等」４．（追加情報）に記載のとおり、当社及び連結子会社は、減価償却資産の

耐用年数等に関する平成20年度税制改正を契機として、資産の利用状況を見直した結果、機械装置につい

て、第１四半期連結会計期間から、耐用年数を主として10年から７年に短縮しております。なお、この変

更に伴うセグメント情報へ与える影響は軽微であります。  

  

 当第２四半期連結累計期間の本邦の売上高は、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おります。 

  

  

  当第２四半期連結累計期間の海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略

しております。 

  

  

 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〕

  繊維 
（千円） 

防災
（千円） 

不動産賃貸
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,338,556 9,213,512 232,313 198,509  11,982,891  － 11,982,891

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 22,918 2,657 12,060 111  37,747  (37,747) －

 計  2,361,475 9,216,170 244,373 198,620  12,020,639  (37,747) 11,982,891

営業利益又は営業損失（△）  66,558 1,752,742 154,395 △4,405  1,969,291  (450,796) 1,518,494

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 売上高       9,114,292

Ⅱ 売上原価       7,085,924

売上総利益       2,028,368

Ⅲ 販売費及び一般管理費       1,531,246

営業利益       497,122

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  2,996      

２．受取配当金  33,711      

３．その他  9,200  45,908

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  5,685      

２．受取手形売却損  92      

３．持分法による投資損失   5,182      

４．その他  2,092  13,053

経常利益       529,976

Ⅵ 特別利益           

１．貸倒引当金戻入額  19,589      

２．固定資産売却益  2  19,591

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産処分損  1,702  1,702

税金等調整前中間純利益       547,865

法人税、住民税及び事業税  225,833      

法人税等調整額  8,866  234,699

中間純利益       313,165
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 547,865

減価償却費 126,486

貸倒引当金の増減額 
（減少：△） △19,589

受取利息及び 
受取配当金 △36,707

支払利息 5,685

持分法による投資 
損益 5,182

役員賞与引当金の増減額（減少：△）  △20,000

退職給付引当金の 
増減額（減少：△） 18,533

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 13,100

固定資産処分損 1,702

売上債権の増減額 
（増加：△） 4,013,001

たな卸資産の増減額 
（増加：△） △481,683

仕入債務の増減額 
（減少：△） △1,866,843

預り保証金の増減額 
（減少：△） 585,473

その他の流動資産の 
増減額（増加：△） △37,533

その他の流動負債の 
増減額（減少：△） 122,900

その他 △2,846

小計 2,974,728

利息及び配当金の 
受取額 36,901

利息の支払額 △5,188

法人税等の支払額 △482,788

営業活動によるキャッシュ・フロ ー 2,523,652
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前中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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 △695,752

有形固定資産の売却による収入  146

貸付金の回収による収入 42,694

その他 △6,447

投資活動によるキャッシュ・フロー △659,359

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による収入 1,080,000

短期借入金の返済による支出 △1,249,000

長期借入金の返済による支出 △38,600

自己株式の取得に 
よる支出 △36,784

自己株式の売却に  
よる収入  366

配当金の支払額 △394,985

財務活動によるキャッシュ・フロー △639,002

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 1,225,290

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,837,150

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 4,062,441
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前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分はその類似性により下記の区分としております。 

繊維……………純麻、麻混紡、化合繊等 

防災……………消防ホース、救助工作車、救助器具等 

不動産賃貸……ビル、ショッピングセンター等賃貸事業 

その他…………運搬機械製造、遊技場経営等 

２．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、親会社の本社管理部門に係

る費用であります。 

前中間連結会計期間    438,925千円 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  繊維 
（千円） 

防災
（千円） 

不動産賃貸
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,784,989 5,722,941 211,103 395,259  9,114,292  － 9,114,292

(2）
セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 19,044 490 12,060 328  31,923 (31,923) －

 計  2,804,033 5,723,431 223,163 395,587  9,146,216 (31,923) 9,114,292

営業費用  2,637,341 5,143,438 75,078 355,661  8,211,520  405,649 8,617,170

営業利益  166,691 579,993 148,084 39,926  934,695 (437,573) 497,122

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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