
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年10月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 セーレン株式会社 上場取引所 東 
コード番号 3569 URL http://www.seiren.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 川田 達男
問合せ先責任者 （役職名） 総務部長 （氏名） 川端 徹 TEL 0776-35-2111
四半期報告書提出予定日 平成21年11月13日 配当支払開始予定日 平成21年11月27日

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 36,739 △32.8 146 △93.8 1,181 △57.7 914 △30.9
21年3月期第2四半期 54,710 ― 2,375 ― 2,791 ― 1,323 ―

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2四半期 15.26 ―
21年3月期第2四半期 22.08 22.08

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2四半期 90,933 45,011 48.8 740.68
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2四半期  44,385百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 5.00
22年3月期 

（予想）
― 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 78,000 △20.6 1,700 △36.9 3,150 7.7 2,150 150.3 35.88
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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．上記の業績予想つきましては、平成21年7月30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2四半期 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2四半期  4,707,808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2四半期 59,925,868株 21年3月期第2四半期 59,918,494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２四半期における日本経済は、長引く世界的な景気後退と企業業績悪化の中、エコカー減税

や家電エコポイントなどの政府の財政出動に下支えされ、その磐石さという点においては不安が残

るもののプラス成長に転じています。その反面、失業率は上昇し、雇用情勢および所得環境は悪化

の一途をたどり、経済活動の水準は依然として混迷しております。生活者の防衛意識は強く、買い

控えや節約志向が生活に定着し、消費の低迷や低価格化による企業間の価格競争激化など、企業を

取り巻く経営環境はなお厳しく、先行き感は不透明なままです。 

具体的な当第２四半期の連結業績は、売上高 367 億 39 百万円（前年同期比 32.8％減）、営業利益

1億 46 百万円（同 93.8％減）、経常利益 11 億 81 百万円（同 57.7％減）、四半期純利益 9億 14 百万

円（同 30.9％減）となり、当第１四半期からの回復基調は窺えるものの、世界同時不況の影響が実

体経済に及ぶ以前の前年同期と比較した場合、依然厳しい状況となっております。 

 

［事業別の業績概況］ 

（オートモーティブ事業） 

世界同時不況の影響を受け、シート事業・エアバッグ事業とも市況は大変厳しいものでした。

震源地の米国ばかりでなく、他の先進国や新興国を含め世界中の自動車販売台数が激減しました。

しかしながら、各国政府のインセンティブ政策などが功を奏し、国内・海外ともに徐々にではあ

りますが、売上は回復の様相を見せ始めています。当第２四半期においては、先行実施した原価

低減と生産ライン集約、および人員縮小による利益面改善と売上の回復で、事業全体で営業損益

が黒字に回復しました。ただし、依然として売上は前年同期の6割の水準であり、今後の需給動向

についてはインセンティブ政策の反動など、予断を許さない状況には変わりなく、今後も注意深

く情勢を分析していきます。 

当事業の売上高は146億51百万円（前年同期比 39.8％減）、営業利益2億94百万円（同 83.4％減）

となり、減収・減益となりました。 

 

（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

事業環境は厳しいものとなりました。当社グループにおいても、小売ＳＰＡ事業はアパレル業界全

体の不調の影響を大きく受け、事業は厳しい内容でした。これに対しファッションＯＥＭ事業に

おいては多品種・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、
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そしてスポーツＯＥＭ事業においてはＫＢセーレン㈱の差別化原糸と当社の差別化繊維加工を合

わせたグループ一貫企画・生産商品の強みが市場から大きな支持を受け、逆風下、堅調に売上を

確保し、増益を達成しました。 

当事業の売上高は135億円（同 21.0％減）、営業利益は71百万円（同 53.9％減）となり、減収・

減益となりました。 

 

（エレクトロニクス事業） 

世界同時不況と急激な円高の影響を受け、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、過去に例を見ない大幅

な受注数量ダウンとなりました。またＰＤＰ用電磁波シールド材の市場は本格的な価格競争に突

入し、当社グループの繊維メッシュ商品は苦戦を強いられました。これに対し、従来の繊維メッ

シュ商品に置き換わる次世代ＰＤＰ用電磁波シールド材であるＦＭ（フィルムメッシュ）商品の

一部量産スタートを第３四半期に計画しております。 

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

減少したことも合わせ、事業全体では減収・減益となりました。 

当事業の売上高は34億17百万円（同 42.7％減）、営業損失は2億14百万円（同 ― ％減）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43年ぶりの低水準に落ち込み、回復の兆しが見えない中、住宅建築関連市場は

価格競争によるシェア争いが激化し、当社グループの主力商品であるハウスラップ材「ラミテク

ト®」、遮熱型透湿ルーフィング材「ルーフラミテクト®ＲＸ」等のハウジング資材においては非

常に厳しい市況環境となりました。売上は前年対比80％と引き続き苦戦を強いられております。

またオフィス・インテリア資材についても、オフィスビル建設やオフィス移転等の減少で新規オ

フィス・インテリア商品の需要が減少し、当社グループの売上が減少しました。 

当事業の売上高は26億24百万円（同 42.9％減）、営業利益は48百万円（同 76.0％減）となり、

減収・減益となりました。 

 

（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®」などの化粧品事業は計画通り売上を伸ばすことが出来ました。差別化商品であるＫＢ

セーレン㈱の伸縮性貼付剤基布、特殊伸縮性不織布「エスパンシオーネ®」のメディカル資材にお

いても、ほぼ前年の売上水準を維持しました。また前年7月に販売を開始した即効性消臭商品「イ

ノドールクイック瞬感消臭®」も多くの人に好評を得ております。さらに9月1日には当社長年の
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セリシン研究から生まれた健康増進サプリメント「飲むセリシンＴＭ」を発売いたしましたが、予

想以上の反響を頂き、各種メディアでも大きく取り上げて頂きました。今後、ご愛用者の拡大に

努めていきます。 

当事業の売上高は22億12百万円（同 5.4％減）、営業利益は2億52百万円（同 24.2％増）となり、

微減収・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、厳しい環境となりました。 

当事業の売上高は3億32百万円（同 13.8％減）、営業利益は1億15百万円（同 131.8％増）とな

り、減収・増益となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末における総資産は、現金及び預金、商品及び製品、原材料及び貯蔵品などの流動

資産が減少し、全体で前期末と比較して 19 億 65 百万円減少の 909 億 33 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 37 億 8 百万円減少し、459 億 21 百万円となりました。純資産は、

利益剰余金の増加や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 17 億 43 百万円増加

し、450 億 11 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、税金等調整前

四半期純利益 14 億 55 百万円、減価償却費 27 億 64 百万円、棚卸資産の減少 15 億 84 百万円などの

資金増加要因があり、全体では 47 億 97 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 12 億 63 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 35 億 34 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 39 億 81 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 1億 97 百万円減少し、当第２四半期末残高は 33 億 61 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 

第１四半期の業績動向を踏まえ、平成 21 年 7 月 30 日に業績予想の上方修正をいたしました。当

第２四半期における連結業績は、修正後の計画に対し、売上高 98.8％、営業利益 97.4％、経常利益

107.5％とほぼ計画値を達成いたしました。当社グループでは当事業年度当初より、売上が減少する

厳しい経営環境を想定し、その環境下においても安定した利益を創出し続けるため「身の丈に合わ

せた経営」を目指し、経費削減、業務効率化等の施策実施を進めてまいりましたが、その効果は具

体的に実を結び始めており、当社グループの利益体質強化が着実に進んでいると考えております。 
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当事業年度の下期見通しにつきましては、市場動向、為替、消費低迷など企業を取り巻く環境は

依然不確定な状況ではあるものの、一方で政府の財政出動によるインセンティブ政策が功を奏し、

当社グループの主力事業であります国内外のオートモーティブ事業においては徐々に売上が回復基

調に移り始めております。もう一方では、インセンティブ政策の反動の懸念もあり、未だ経営環境

の不透明さを払拭するには至っておりません。 

そのような状況を踏まえ、通期の連結業績予想を見直し、売上高 780 億円（前期比 20.6％減）、

営業利益 17 億円（同 36.9％減）、経常利益 31 億 50 百万円（同 7.7％増）、当期純利益 21 億 50 百

万円（同 150.3％増）といたします。なお、平成 21 年 7 月 30 日に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 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 

前 回 発 表 予 想（Ａ） 
（平成 21 年 7 月 30 日発表） 

75,000 500 2,050 1,050 17 円 52 銭

修 正 予 想（Ｂ） 
(平成 21 年 10 月 28 日発表) 78,000 1,700 3,150 2,150 35 円 88 銭

増 減 額（Ｂ－Ａ） 3,000 1,200 1,100 1,100 ― 

増 減 率（％） 4.0％ 240.0％ 53.7％ 104.8％ ― 

（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２四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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,405 3,674 

受取手形及び売掛金 18,131 17,849 

商品及び製品 6,111 7,102 

仕掛品 1,936 2,018 

原材料及び貯蔵品 2,392 2,727 

その他 1,945 2,183 

貸倒引当金 △32 △34 

流動資産合計 33,890 35,521 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,035 24,459 

機械装置及び運搬具（純額） 14,133 14,597 

工具、器具及び備品（純額） 572 647 

土地 9,539 9,490 

その他（純額） 1,938 1,436 

有形固定資産合計 50,219 50,630 

無形固定資産 724 752 

投資その他の資産   

その他 6,168 6,064 

貸倒引当金 △45 △46 

投資損失引当金 △25 △25 

投資その他の資産合計 6,098 5,993 

固定資産合計 57,042 57,376 

資産合計 90,933 92,898 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,373 8,868 

短期借入金 9,493 12,856 

未払法人税等 514 215 

賞与引当金 1,052 1,041 

その他 2,921 3,331 

流動負債合計 23,356 26,313 

固定負債   

長期借入金 14,946 15,237 

役員退職慰労引当金 237 241 

退職給付引当金 5,831 5,822 

負ののれん 1,091 1,519 

その他 457 495 

固定負債合計 22,565 23,316 

負債合計 45,921 49,629 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

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 15,403 14,789 

自己株式 △3,928 △3,928 

株主資本合計 45,833 45,219 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 114 △34 

為替換算調整勘定 △1,561 △2,734 

評価・換算差額等合計 △1,447 △2,769 

少数株主持分 625 818 

純資産合計 45,011 43,268 

負債純資産合計 90,933 92,898 
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 54,710 36,739 

売上原価 43,366 29,404 

売上総利益 11,344 7,335 

販売費及び一般管理費 8,969 7,189 

営業利益 2,375 146 

営業外収益   

受取利息 57 39 

受取配当金 32 22 

負ののれん償却額 559 570 

為替差益 － 258 

雇用調整助成金 － 255 

その他 91 71 

営業外収益合計 741 1,218 

営業外費用   

支払利息 171 164 

為替差損 125 － 

その他 27 18 

営業外費用合計 324 183 

経常利益 2,791 1,181 

特別利益   

固定資産売却益 6 19 

助成金収入 － 300 

その他 － 14 

特別利益合計 6 333 

特別損失   

固定資産処分損 23 20 

特別退職金 － 22 

たな卸資産評価損 255 － 

事業整理損 129 － 

その他 56 17 

特別損失合計 465 60 

税金等調整前四半期純利益 2,333 1,455 

法人税等 988 534 

少数株主利益 21 6 

四半期純利益 1,323 914 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 2,333 1,455 

減価償却費 3,061 2,764 

負ののれん償却額 △559 △570 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 △3 

賞与引当金の増減額（△は減少） 56 10 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △302 8 

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 △90 △62 

支払利息 171 164 

為替差損益（△は益） 276 △256 

固定資産処分損益（△は益） 17 1 

売上債権の増減額（△は増加） △800 △135 

たな卸資産の増減額（△は増加） 623 1,584 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,206 415 

未払消費税等の増減額（△は減少） 328 △368 

その他 130 △176 

小計 3,961 4,829 

利息及び配当金の受取額 90 62 

利息の支払額 △177 △157 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △864 62 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,010 4,797 

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 △5,383 △1,231 

有形固定資産の売却による収入 18 42 

投資有価証券の取得による支出 △17 △12 

その他 △108 △62 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,491 △1,263 

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） 2,283 △3,713 

長期借入れによる収入 2,000 1,277 

長期借入金の返済による支出 △1,185 △1,217 

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 △12 

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,642 △3,981 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △494 249 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △334 △197 

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 4,263 3,361 
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該当事項はありません。 

前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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

24,340 17,087 5,962 4,595 2,338 386 54,710 － 54,710

(2) セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

2 8 473 90 0 717 1,292 (1,292) －

計 24,342 17,095 6,436 4,686 2,338 1,103 56,003 (1,292) 54,710

営業利益 1,772 154 501 203 203 50 2,885 (509) 2,375

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

14,651 13,500 3,417 2,624 2,212 332 36,739 － 36,739

(2) セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

3 13 221 22 － 456 717 (717) －

計 14,654 13,514 3,639 2,646 2,212 788 37,456 (717) 36,739

営業利益又は  
営業損失（△）

294 71 △ 214 48 252 115 568 (422) 146

(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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