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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 79,907 △18.6 2,060 △23.5 3,744 28.0 1,808 110.5
21年3月期 98,190 △13.0 2,693 △59.6 2,925 △60.1 858 △80.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 30.17 ― 4.1 4.1 2.6
21年3月期 14.33 14.33 1.9 2.9 2.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 89,024 45,216 50.2 746.13
21年3月期 92,898 43,268 45.7 708.37

（参考） 自己資本   22年3月期  44,712百万円 21年3月期  42,449百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 10,061 △1,895 △8,121 3,836
21年3月期 7,793 △9,395 1,696 3,559

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 7.50 ― 5.00 12.50 749 87.2 1.7
22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 599 33.1 1.4
23年3月期 

（予想） ― 5.00 ― 5.00 10.00 29.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

40,400 10.0 1,400 858.0 1,750 48.1 1,000 9.4 16.69

通期 81,800 2.4 3,350 62.6 3,650 △2.5 2,050 13.4 34.21
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、24ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 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  4,707,886株 21年3月期  4,707,760株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 50,530 △9.9 △463 ― 643 182.0 689 991.2
21年3月期 56,088 △15.6 △637 ― 228 △89.5 63 △95.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 11.51 ―
21年3月期 1.05 1.05

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 75,942 35,974 47.4 600.32
21年3月期 80,222 35,686 44.5 595.51

（参考） 自己資本 22年3月期  35,974百万円 21年3月期  35,686百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。なお、上記予想に関する事項は6～7ページをご参照ください。 

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 
累計期間

24,500 3.4 △280 ― 370 0.7 400 △30.3 6.67

通期 50,300 △0.5 150 ― 950 47.6 650 △5.7 10.85

－ 2 －



1．経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度は、2008 年 9 月に勃発した米国発の金融危機による影響で、世界経済が

も落ち込んだ中で始まりました。その後、各国政府のインセンティブ政策が功を奏し、内

需および外需は徐々に回復し、景気の 悪期を脱しました。しかし、国内における雇用情勢

については依然厳しく、日本は長引くデフレから脱却できない現状です。 

2009 年年初からの市況悪化を受け、特に当期前半におけるオートモーティブ事業（前期 売

上構成比 42.9％）全般、エレクトロニクス事業（前期 売上構成比 10.0％）におけるガスケ

ット事業、ＫＢセーレン㈱のワイピングクロス事業において大きな影響を受けました。一方

で、価格競争が激化している衣料市場において、当社グループの差別化事業は堅調な業績を

残しました。中でもＫＢセーレン㈱の特殊原糸を活用したグループ一貫生産の差別化で顧客

ニーズを着実に取り込んだスポーツ・インナー事業や、ビスコテックスによる差別化でテキ

スタイルおよび製品販売を展開するファッション事業においては、前期比増収・増益となり

ました。また、メディカル事業の化粧品事業においても、ＣＳ向上に重点をおいた拡販が成

果として表れ、前期比増収・増益を達成しました。 

また、当社グループはこの厳しい環境を、企業体質強化の絶好のチャンスと考え、「身の

丈に合わせた経営」（従来比 70％の売上高で着実に利益の出せる企業体質作り）を経営の

重点課題として、徹底した原価低減や生産効率アップ（ライン部門）、業務統合によるスリ

ム化（スタッフ部門）、研究開発費の見える化と効率アップ（研究開発部門）等の業務改革

を進めてきました。さらに、緊急対策としてグループ全体での生産調整休業や勤務体制変更

によるワークシェアリングも実施しました。グループ経営においては「選択と集中」の方針

に基づき、グループ内の全事業についての見直しを行い、可能性のある分野に対する経営資

源の再配分を行いました。2010 年 2 月には、2008 年 9 月末に注文住宅事業から撤退したセ

ーレンハウジング㈱とセーレン商事㈱の合併を行いました。また、㈱ナゴヤセーレンにおき

ましては、会社保有資産を有効活用した高付加価値事業への転換を目的に、2010 年 3 月に

繊維事業からの撤退を決議しました。㈱ナゴヤセーレンの繊維事業につきましては、セーレ

ングループ内に移管・集約することで、グループ全体の機能統合と経営資源の効率化を図っ

てまいります。 

当期の連結業績は、売上高 799 億 7 百万円（前期比 18.6％減）、営業利益 20 億 60 百万円

（同 23.5％減）、経常利益 37 億 44 百万円（同 28.0％増）、当期純利益 18 億 8 百万円（同 

110.5％増）となりました。 

なお、減価償却費は前期比 7 億 42 百万円減少し 56 億 8 百万円となりました。また、㈱ナ

ゴヤセーレンにおける繊維事業からの撤退決議に伴い、特別損失として事業整理損失 7 億

12 百万円を計上しております。 

 

当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） 

世界同時不況の影響を受け、当事業の売上高は当第1四半期において前年同期の54％の
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水準にまで落ち込みました。それ以降は徐々に回復基調に移り、通期売上高につきまして

は前期の85％の水準となりました。営業利益につきましては、原価低減と生産ライン集約

および体制縮小によるコスト削減対策により、第3四半期、第4四半期において事業全体の

損益が改善され、通期では前期実績を上回ることができました。 

海外事業（連結2009年1-12月）では、米国、中国、タイ、ブラジルにおいて減産の影響

を大きく受けました。米国においては、大幅なリストラによる経費削減効果と下半期（連

結2009年7-12月）の受注回復により利益が大幅に改善され、通期業績において減収ながら

増益となりました。米国以外についても同様の対策を実施しましたが、上半期の売上減少

をカバーするまでには届かず、海外事業全体としては前期比減収（29.7％減）・減益（40.5％

減）となりました。 

当事業の売上高は358億9百万（前期比 14.9％減）、営業利益は21億89百万（同 5.2％増）

となりました。 

 

（ハイファッション事業） 

リーマン・ショック以降の円高により輸出関連商品の売上高が減少しました。国内のア

パレル業界においては百貨店ブランドが苦戦する中、低価格の国内外ＳＰＡブランドが台

頭し、国内アパレル市場の構図が瞬く間に書き換えられました。さらに、国内合繊メーカ

ーのポリエステル事業撤退も、繊維業界に大きな影響を与えました。当社グループにおい

ても、委託加工やＫＢセーレン㈱のテキスタイル販売事業、ならびに小売展開のＳＰＡ事

業については、いずれも苦戦を強いられました。また前期に撤退したＫＢセーレン㈱天然

繊維事業の影響により、前期比約22億円の売上高減少となっております。 

こうした中、経営戦略「ＩＴ化・流通ダイレクト化」のもとに、その具現化を進めてき

ました“２１世紀型繊維ビジネス”においては堅調な業績を残しました。スポーツ・イン

ナー事業では、ＫＢセーレン㈱の特殊原糸とセーレン㈱の差別化加工を組み合わせた“グ

ループ一貫生産機能”を活かし、テキスタイルおよび製品販売ビジネスにおいて新規顧客

を拡大し、前期比増収・増益となりました。また、ファッション事業におきましては、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が、婦

人衣料を中心としたアパレル向けのテキスタイルおよび製品販売市場で大きな支持を受

け、前期比増収・増益となりました。特にシームレスのガーメント商品「プリモーディア

ル®」は、商品の差別化が認知され、激戦区である婦人アパレル市場において売上を伸ば

しました。 

当事業の売上高は266億56百万円（前期比 18.1％減）、営業利益は1億65百万円（同 

71.0％減）となりました。 

 

（エレクトロニクス事業） 

世界同時不況は、世界中の半導体、ＨＤＤおよびデジタル家電の関連部品メーカーに大き

な影響を及ぼしました。国内ではインセンティブ政策による消費の後押しもありましたが、

需要低迷とデフレの進行により、当事業を取り巻く環境は厳しいものとなりました。当期前

半において当事業の主力商品である、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®」が売上高
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を落としました。次いで、新興国の低価格品の市場参入により競争が激化し、当事業の主力

商品であるＰＤＰ用繊維メッシュ商品も大幅に売上高を落としました。こうした中、ＫＢセ

ーレン㈱のワイピングクロス「ザヴィーナ®」におきましては、長浜工場における一貫生産

のレベルアップで利益体質が強化され、前期比減収ながら大幅増益となりました。 

次世代ＰＤＰ用電磁波シールド材ＦＭ（フィルムメッシュ）事業については、高難易度の

技術確立に対する費用が先行しておりますが、目下、 終課題である“量産安定化”に全力

を上げて取り組んでおります。 

当事業の売上高は71億60百万円（前期比 27.0％減）、営業損失は3億97百万円（同 ― ％減）

となりました。 

 

（インテリア・ハウジング事業） 

国内の住宅着工件数が大きく落ち込む中、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

グ資材は苦戦を強いられました。同じくオフィス・インテリア資材についても、オフィス

関連の商品需要が低迷し、当社グループの売上が減少いたしました。また前期に撤退した

ＫＢセーレン㈱長浜工場における生活資材用プリント事業の影響により、前期比約18億円

の売上高減少となっております。 

当事業の売上高は54億53百万円（前期比 35.7％減）、営業利益は1億94百万円（同 35.7％

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®」などの化粧品事業は増収・増益となりました。差別化商品であるＫ

Ｂセーレン㈱の伸縮性貼付剤基布のメディカル資材においては、長浜工場における一貫生

産のレベルアップで、前期比減収ながら増益となりました。また2008年に発売を開始しま

した即効性消臭商品「イノドールクイック瞬感消臭®」は、消費者への訴求強化と商品ラ

インナップの拡充を行い、更なる販売促進を進めております。また、2009年9月には健康

増進サプリメント「飲むセリシン」を発売し、既に多くの方々にご好評をいただいており

ます。 

当事業の売上高は41億37百万円（前期比 8.7％減）、営業利益は5億17百万円（同 26.0％

増）となり、減収・増益となりました。 

 

（その他の事業） 

セーレン商事㈱の保険代理事業、ＪＲ福井駅前に保有するホテル賃貸事業等は順調に推

移しましたが、セーレンコスモ㈱の人材派遣事業は、上半期において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6億89百万円（前期比 9.2％減）、営業利益は2億61百万円（同 96.8％

増）となり、減収・増益となりました。 
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（次期の見通し） 

世界同時不況直後の2009年は、企業環境が激変しました。激変の時期を経た現在、企

業環境は次の特徴を呈しています。ひとつに国内経済成長の停滞です。政府の景気刺激

策により自動車や薄型テレビを代表とする耐久消費財の需要が回復しました。その反面、

国内の雇用情勢は回復しておらず、就業人口は減少、所得水準も停滞傾向にあり、市場

ではデフレが長期化しています。さらに政策終了後の消費動向も不透明であり、国内の

景気回復を裏付ける確証は未だ得られていません。ふたつに、高い経済成長を続けてい

る新興国への市場転換です。国内消費が停滞する中で、新興国向けの輸出が多くの日本

企業の成長を維持・牽引しています。しかし、新興国市場はコスト競争の 激戦区であ

り、国内の労働コストやＦＴＡ等の政策面におけるハンディを解消すべく、現地生産に

シフトする企業の動きが活発化しています。そのため、国内では産業の空洞化が進行し

ています。みっつに、地球環境・資源の保護です。ＣＯ２排出削減や省エネルギーおよ

び省資源は、国家や企業、個人のプライオリティー・テーマとなり、世界規模での大き

なニーズ転換となりました。 
 

当社グループにおきましては、当社を取り巻く企業環境を見据えながら、慎重な経営

姿勢を緩めることなく、将来の飛躍に向けての挑戦を行っていきます。 

｢企業の体質強化｣においては、以下を重点に進めます。①原材料価格の上昇懸念とデ

フレの長期化により、製造コストの環境が厳しくなる中、常にコストの極小化を目指し

て原価低減・省エネルギー活動を行い、競争力を高めていきます。②当社グループの企

業文化でもある「五ゲン主義・整流活動」を基本に、全ての仕事において、その目的で

ある付加価値・成果および役割･責任の「見える化」を行い、組織としての力を 大限発

揮できるよう企業体質の改革・しくみ作りをしていきます。③環境問題を企業の使命と

して取り組み「ロス，ムダの廃止・リサイクル・環境負荷の低減」への意識を高めてい

きます。④会社法、金融商品取引法に基づいたコーポレートガバナンスや内部統制シス

テムを構築・推進し、企業統治や企業活動の透明性を高め、ステークホルダーから高い

信頼をいただける経営システム作りをしていきます。 

｢経営戦略｣においては「ＩＴ化・流通ダイレクト化」「非衣料・非繊維化」「グロー

バル化」を引き続き推進していきます。次期基本方針の｢新たな価値創造への挑戦！｣の

もと、2010年1月にスタートした特命プロジェクト第2期を事業創出の起点とし、21世紀

型新ビジネスの具現化を進めます。「ＩＴ化・流通ダイレクト化」では、カスタムオー

ダービジネス「VISCONAVI®」の本格的な展開に向け継続して経営資源を投入します。こ

れは、お客さまのニーズに100％お応えできる商品作りであり、究極の在庫レスすなわち

究極の環境対応型のビジネスモデルとなります。「非衣料・非繊維化」では、「非繊維

ビスコテックス」および｢ビスコテックス・システム販売｣、「革を超えた新素材」等の

開発・拡販に全力で取り組んでまいります。「グローバル化」では、自動車内装材にお

ける海外シェアの拡大の他、海外生産拠点を有効活用したグローバル一貫生産体制の構

築を進め、他の事業領域でのグローバル展開を図っていきます。 
 

以上これらを確実に付加価値に結びつけるために、社会情勢、市場ニーズ、競合他社、

知的財産などの情報を収集し、それを知恵に変え、確かな戦略のもと実行していきます。 
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次期業績の見通しにつきましては、売上高 818億円（前期比 2.4％増）、営業利益33

億50百万円（同 62.6％増）、経常利益36億50百万円（同 2.5％減）、当期純利益20億50

百万円（同 13.4％増）を計画しております。なお、一部の子会社において設備の投下資

本の早期回収を図るため、減価償却を見直し約7億円の減価償却費の増加を見込んでおり

ます。またＫＢセーレン㈱における負ののれん償却額の計上が第1四半期で終了するため、

当期に比べ営業外収益の負ののれん償却額の計上が約8億円減少いたします。 

 

（2）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当期末における総資産は、受取手形及び売掛金は増加しましたが、商品及び製品在庫

の圧縮ならびに設備等の減価償却により減少し、全体で前期末と比較して38億73百万円

減少の890億24百万円となりました。負債の部は、支払手形及び買掛金は増加しましたが、

借入金の減少などにより58億21百万円減少し、438億8百万円となりました。純資産は、

利益剰余金の増加などにより19億47百万円増加し、452億16百万円となりました。 

当期のキャッシュ・フローの状況、並びに現金及び現金同等物の増減と残高は次のと

おりです。 

                                                                   （百万円） 

区   分 当  期 前  期 増  減 

  現金・現金同等物期首残高      3,559      4,597 △ 1,038 

  営業活動によるキャッシュ・フロー     10,061      7,793      2,268 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △ 1,895   △ 9,395  7,499 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,121    1,696 △ 9,818 

  現金及び現金同等物に係る換算差額等        232   △ 1,133      1,366 

  現金及び現金同等物増減額（減少額△）        277   △ 1,038      1,316 

  現金及び現金同等物期末残高      3,836      3,559        277 

 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益30億27百万円、減価償

却費56億8百万円などの資金増加要因があり、全体では100億61百万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18億95百万円の支出

となりました。その結果、フリー･キャッシュ･フローは81億66百万円の増加となりました。

このフリー・キャッシュ･フローのうち81億21百万円を、借入金の純減および配当金の支払

いなどに充当いたしました。これらの結果、現金及び現金同等物は前期末より2億77百万円

増加し、当期末残高は38億36百万円となりました。 

なお、キャッシュ・フロー等に関する主要指標の推移は下記の通りです。 

 平成18年

3月期 

平成19年

3月期 

平成20年

3月期 

平成21年 

3月期 

平成22年

3月期 

自己資本比率（％） 42.4 43.7 43.8 45.7 50.2

時価ベースの自己資本比率（％） 117.9 73.9 35.0 28.5 39.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年） 

3.2 5.9 2.5 3.6 2.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ
（倍） 

39.8 17.0 36.6 23.8 34.2
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（注）自己資本比率        ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出してお

ります。 

※営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フ

ローを使用しております。有利子負債は、短期借入金、長期借入金、新株予約権付社債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払

額を使用しております。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主皆様への利益還元を経営の 重要課題として考え、安定的な配当を継続

してまいりました。今後につきましても、引き続き企業の安定成長、業績、財務状況、

配当性向、配当利回りなどを総合的に勘案し、利益配分を決定していきたいと考えていま

す。内部留保資金や自己株式につきましては、長期的な視点に立ってさらなる企業価値

の向上、すなわち事業の拡大や新規事業構築のための戦略的設備投資、グローバル化投

資、研究開発投資、情報化投資およびＭ＆Ａ等への資金に機動的に活用していきたいと

考えております。 

なお、当期末の配当につきましては、当初予定の１株当たり5円とし、中間配当金（１株

当たり5円）と併せ、年間を通じて１株当たり10円とさせていただく予定です。 

次期についても、通期で１株当たり10円の配当を予定しております。 

 

（4）事業等のリスク 

当社グループは、幅広い事業分野にわたり、国内はもとより世界各地で事業活動を行

っております。そのため、当社グループの事業活動は多岐にわたる要因の影響を受けま

す。その主なものは次の通りです。 

①海外活動に潜在するリスク 

 当社グループは、グローバル化に対応するため、海外（米国、ブラジル、タイ、中

国など）に子会社を設立し製造・販売活動を行っていますが、これらの地域・国にお

いて、危機管理想定外での政治的・社会的問題などのカントリーリスクが生じたとき

は、当社グループの経営成績および財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 

②為替相場の変動について 

当社グループは、海外との輸出入ビジネスを行っていますが、これらの取引にお

いて為替レートが変動することにより為替差損益が発生します。またグローバル化事

業として海外子会社に対して円建て融資を行っていますが、為替レートが変動するこ

とにより海外子会社において為替差損益が発生します。計画において妥当と考えられ

る為替レートを設定しておりますが、想定できない幅での変動に進んだ場合、関連す

る事業グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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③原油・ガス価格の変動リスク 

1）当社グループは、エネルギー源である原油・ガス高騰への対策として、代替えエネ

ルギーである電気、天然ガス、その他燃料などへの転換を図ってきましたが、今後さ

らに予期せぬ水準にまで高騰すると、関連する事業グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

2）当社グループの製品に、石油化学製品を原材料にしているものが多く、その仕入価

格は原油価格の変動の影響を大きく受けることがあります。その場合は関連する事

業グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④急速な技術革新について 

当社グループの各事業分野において新しい技術が急速に発展しております。特にエレ

クトロニクス、メディカルなどの分野においては技術革新の速度は顕著であり、これら

に対して競争力を維持するため迅速かつ優れた費用効率で研究開発や製造・販売を講じ

ています。しかし 大限の注意・努力を払って施策を講じたとしても、全てが必ず成功

する保証はなく、これらが予定通り進展しなかった場合には関連する事業グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑤訴訟など 

 法令の遵守や知的財産侵害の防止については、専門部署などで万全のチェック体制を

とっていますが、 大限のチェックを行っても解釈の相違などで訴えられる可能性があ

ります。その場合は、関連するグループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社の企業集団は、当社、子会社２３社及び関連会社１社で構成され、「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」を主な事業として展開してお

ります。  

 当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。  

   

 オートモーティブ事業は、当社、ＫＢセーレン㈱、㈱ナゴヤセーレン、Viscotec Automotive Products 

LLC、Saha Seiren Co.,Ltd.、Seiren Produtos Automotivos Ltda. 、世聯汽車内飾(蘇州)有限公司が自動

車内装材、カーシートの製造・販売を行っております。㈱セーレンオーカス、Saha Seiren Co.,Ltd.、世聯

汽車内飾(蘇州)有限公司がエアバッグの製造・販売を行っております。  

 ハイファッション事業は、当社、ＫＢセーレン㈱、㈱ナゴヤセーレン、グンセン㈱で各種衣料製品、衣料

用繊維加工品の製造・販売を行っております。また、ＫＢセーレン㈱では合成繊維の製造・販売を行ってお

ります。アルマジャパン㈱では縫製加工を、㈱デプロには製版の外注委託を行っております。  

 エレクトロニクス事業は、当社が、電磁波シールド材、防塵着の製造・販売を行っております。ＫＢセー

レン㈱は半導体製造におけるクリーナーや光学レンズ用のワイピングクロスを製造・販売し、セーレン電子

㈱が各種電子機器の製造・販売を行っております。  

 インテリア・ハウジング事業は、当社が建築用資材、インテリア用資材を製造・販売している他、ＫＢセ

ーレン㈱が室内装飾用・寝装用繊維製品の製造・販売を行っており、セーレン商事㈱が賃貸・リフォーム・

不動産事業を行っております。  

 メディカル事業は、当社が化粧品を製造・販売しております。ＫＢセーレン㈱では伸縮性貼付剤等医療用

繊維製品の製造・販売を行っております。  

 その他の事業は、セーレン商事㈱で保険代理業を、㈱セーレンシステムサービスでソフトウエアの開発及

び販売を、セーレンコスモ株式会社で人材派遣事業を行っております。  

 セーレンケーピー㈱では主として当社製品の編立加工を行い、セーレン商事㈱では物品の販売等を行って

おり当社は原材料等を仕入れております。  

  

 事業の系統図は次のとおりであります。  

  

  

2. 企業集団の状況
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子
会
社 

セ
ー
レ
ン
商
事
（
株
） 

子
会
社 

Ｋ
Ｂ
セ
ー
レ
ン
（
株
） 

当 社 

オート 

モーティブ 

ハイ 

ファッション

インテリア・

ハウジング 

エレクトロニ

クス 

メディカル 

その他 

製
品 

      グンセン（株） 

Seiren Produtos Automotivos Ltda.

世聯電子(蘇州)有限公司 

子会社 

 

(株)デプロ 

 

子会社 

     Seiren U.S.A Corporation

Viscotec Automotive Products LLC

世聯汽車内飾(蘇州)有限公司 

Viscotec World Design Center LLC

子会社 

 

セーレン電子(株) 

子会社 

 

セーレンケーピー(株)

非連結子会社 

ＫＢインテックス(株)、松屋ニット(株)、福井大手町ビ

ル(株)、(株)ヘイセイクリエイト、 Viscotec EU S.r.l. 

製
品 

製
品 

製
品 

子会社 

(株)セーレンオーカス

子会社 

製
品 

製品

製品製品

製
品 

製品 

製品・原材料 

製品 

製品

製品

製品 

役務 

製品

持分法非適用関連会社  

ケーシーアイ・ワープニット(株) 

 

製品

子会社 セーレンコスモ(株) 

子
会
社 

（
株
）
ナ
ゴ
ヤ
セ
ー
レ
ン 

 

製
品 

子会社 

アルマジャパン(株) 

製品

   

Saha Seiren Co.,Ltd. 

 

製品 

 

(株)セーレンシステムサービス 

子会社 

子会社 
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【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は 

出資金
主要な事業の内容

議決権の所有 

(被所有)割合

関係内容

所有割合 

(％)

被所有 

割合(％)

(連結子会社)

ＫＢセーレン 

株式会社

福井県 

鯖江市

百万円 

3,440

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

100.0 ― 役員の兼任 ５人

セーレン商事 

株式会社

福井県 

福井市

百万円 

40

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

100.0 ―

当社は原材料等を仕入

れている。 

役員の兼任 ４人 

  

 

セーレン電子 

株式会社

福井県 

坂井市

百万円 

50
エレクトロニクス 100.0 ―

当社は設備の一部を購

入している。 

役員の兼任 ３人

株式会社 

ナゴヤセーレン

愛知県 

名古屋市 

西区

百万円 

100

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

79.4 

(25.0)
―

当社の繊維製品の一部

を加工している。 

役員の兼任 ３人

グンセン株式会社
群馬県 

伊勢崎市

百万円 

24
ハイファッション 100.0 ―

当社の繊維製品の一部

を加工している。 

役員の兼任 ３人

セーレンケーピー 

株式会社

福井県 

福井市

百万円 

98

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

100.0 ―

当社の繊維製品の一部

を編立加工している。 

役員の兼任 ３人

アルマジャパン 

株式会社

福井県 

坂井市

百万円 

50

オートモーティブ 

ハイファッション 

エレクトロニクス

100.0 ―

当社の繊維製品の一部

を縫製加工している。 

役員の兼任 ２人

株式会社 

セーレンオーカス

福井県 

福井市

百万円 

50
オートモーティブ 100.0 ―

当社の繊維製品の一部

を縫製加工している。 

役員の兼任 １人

株式会社セーレン 

システムサービス

福井県 

坂井市

百万円 

73
その他 100.0 ―

当社利用のソフトウエ

アの一部を開発してい

る。 

役員の兼任 ２人

株式会社デプロ
福井県 

福井市

百万円 

20
ハイファッション 100.0 ―

当社使用の製版の外注

委託をしている。 

役員の兼任 １人

セーレンコスモ 

株式会社

福井県 

福井市

百万円 

10
その他 100.0 ― 役員の兼任 ２人

Seiren U.S.A. 

Corporation
アメリカ

百万US＄ 

76.1
オートモーティブ 100.0 ― 役員の兼任 ３人
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(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しています。 

２ 上記子会社のうちＫＢセーレン株式会社、Seiren U.S.A. Corporation、Viscotec Automotive Products 

LLC、世聯汽車内飾（蘇州）有限公司、Saha Seiren Co.,Ltd.、及び Seiren Produtos Automotivos Ltda. 

は特定子会社であります。 

３ 上記会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。 

４ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。 

５ セーレン商事株式会社は、平成22年２月１日にセーレンハウジング株式会社を吸収合併いたしました。 

６ Viscotec U.S.A LLCは、平成21年12月31日をもって清算いたしました。 

７ 世聯電子（蘇州）有限公司は、平成21年４月に設立登記を完了し同年８月より事業を開始いたしました。 

  

名称 住所
資本金又は 

出資金
主要な事業の内容

議決権の所有 

(被所有)割合

関係内容

所有割合 

(％)

被所有 

割合(％)

Viscotec  

Automotive  

Products  

LLC

アメリカ
百万US$ 

44.2
オートモーティブ

100.0 

（100.0）
― 役員の兼任 ３人

世聯汽車内飾（蘇州）有限

公司
中国

百万元 

251.7

オートモーティブ 

メディカル

100.0 

（100.0）
― 役員の兼任 ３人

世聯電子（蘇州）有限公司 中国
百万元 

3.4
エレクトロニクス

100.0 

（100.0）
─ 役員の兼任 １人

Viscotec World  

Design Center  

LLC

アメリカ
百万US$ 

0.1
オートモーティブ

100.0 

（100.0）
― 役員の兼任 ２人

Saha Seiren  

Co.,Ltd.
タイ

百万Baht 

680.0
オートモーティブ 95.7 ―

当社の繊維製品の一部

を縫製加工している。 

役員の兼任 ４人

Seiren Produtos  

Automotivos Ltda.
ブラジル

百万R$ 

33.3
オートモーティブ 94.6 ― ―
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3．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社は、「21世紀のグッドカンパニー」の実現を目指し、株主・取引先・社員・地域

社会の皆様方から高い信頼を得られる企業経営を基本方針としております。この方針の

もと、お客様、株主様の視点に立ち、「五ゲン主義（原理・原則・現場・現物・現実）」

活動を共通の意識として、企業構造の革新と企業体質の改革に積極的に取り組んでおり

ます。また「のびのび いきいき ぴちぴち」の経営理念のもと、社員一人ひとりが自主

性・責任感・使命感を持ち、不条理・矛盾を許さないフェア精神とコンプライアンス精

神とを持って企業活動を行っております。これらを確実に推進することによって、より

高い付加価値の創造と企業価値の向上、さらには企業の社会的責任を果たすことにつな

がるものと考えております。 

 

（2）目標とする経営指標 

当社および当社グループは、グループトータルの企業価値を最大にするための連結経

営を基本としております。その目標とする連結経営指標は、売上高営業利益率10％以上、

ROE（自己資本当期純利益率）10％以上を目標としております。さらには、ROA（総資産

事業利益率）、自己資本比率、キャッシュ・フローなどを念頭に、企業価値を高めるた

めの経営を行っていきます。 

なお、当期の連結売上高営業利益率は2.6％(前期 2.7％)、ROEは4.1％(前期 1.9％)

でした。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社は、1987年から20年来“変えようセーレン、変わろうセーレン”をスローガン

に「企業革命：21世紀のグッドカンパニー」に向け全力を注入してまいりました。その

基本戦略は下記の４点であります。 

①「ＩＴ化・流通ダイレクト化」・ITを活用して、新しいビジネスモデルを構築 

②「非衣料・非繊維化」・・・・・オンリーワン技術の活用による新規事業の創出 

③「グローバル化」・・・・・・・地球規模（世界７拠点）での事業展開 

④「企業体質の改革」・・・・・・のびのび いきいき ぴちぴちで、強い企業体質へ 

これら４つの基本戦略は1988年に制定したものですが、バブル期や世界同時不況を経

て現在までに企業環境や社会構造・流通構造は大きく変化したにもかかわらず、結果と

して得られた成果を評価すると、いつの時代においても将来を見据えた確かな戦略であ

ったと確信しております。今後も引き続き基本戦略として推進し、さらなる進化を図っ

てまいります。 

具体的には、以下のとおりです。 

①ＩＴ化・流通ダイレクト化 

企画・製造・販売の「流通一貫機能」と原糸製造から縫製までの「一貫生産体制」

をより一層充実し、「小ロット・短納期・在庫レス・オンネット・低コスト」を進化

させて、生活者のニーズ・ＣＳ（顧客満足度）に100％対応でき、しかも究極の環境対

応策となるムダ・ロス＝ゼロを実現するビジネスモデルの完成を目指します。 

1）当社独自のデジタルプロダクションシステム「Viscotecs®」とSCM（サプライチ
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ェーン・マネジメント）システムとをさらにレベルアップさせ、より小ロット・短

納期、オンネットを実現。 

2）完全パーソナルオーダービジネス「VISCO NAVI®」を本格的に展開。自動サイズ測

定やバーチャル試着など便利性を高めたシステム開発やコンテンツ開発を推進し、

水着、ジーンズに続くアイテムの拡大、および在庫レス小売経営を目指した当社オ

リジナルブランドのＳＰＡ事業の拡大。 

3）ＫＢセーレン㈱の特殊原糸を活用したグループ一貫生産商品の開発および拡販。 

②非衣料・非繊維化 

1）次世代電磁波シールド材(フィルムメッシュ)の大規模・高機能工場ＦＭセンターの

早期フル稼動（用途：プラズマディスプレイパネル(PDP)、高精度電子機器、車載用

ECU（電子制御ユニット）などに使用される電磁波シールド材やガスケット用部材） 

2）金属、陶器、樹脂、ガラスなどを対象物とした非繊維ビスコテックス工場・ＳＶセ

ンターにおける小ロット、短納期、高付加価値商品の早期事業化（用途：外壁材、

自動車用インパネ、金属パーティションなど）、および非繊維ビスコテックス・シ

ステム外販ビジネスの早期事業化。 

3）シルクたんぱく質「セリシン」をベースにした当社オリジナル化粧品「comoace®」

シリーズや健康増進サプリメント「飲むセリシン」の拡販、およびセリシンの優れ

た機能である保湿、美白、酵素安定、細胞保護、抗酸化機能などを応用した医療分

野などへの参入・拡販。 

4）人工血管基材（テルモ㈱との共同開発：人工透析、大動脈用）の拡販と他部位用基

材の開発。 

5）浄水器および浄水スペーサー、ワイピングクロス、貼付剤基布、絆創膏基布などの

特殊基材の拡販。 

6）「革を超えた新素材」の用途展開と拡販（用途：自動車内装材、インテリアソファ、

高級バッグ、ファッションアウターなど） 

7）瞬間消臭など3つの特徴を備えた「イノドールクイック瞬感消臭®」商品 の拡販 

(用途：介護用パンツ、シャツ、ブランケット、シーツ、マスクなど)  

③グローバル化 

1）オートモーティブ海外事業における世界シェアの拡大と7拠点体制の充実（インド、

ポルトガルなど） 

2）「Viscotecs®」のグローバル展開 

タイにおける海外一貫生産体制の構築 

3）浄水スペーサー基材のグローバル生産（ＫＢセーレン㈱とのコラボレーション） 

4）布目曲り矯正機、ホールチェッカーなど差別化電子機器のグローバル販売（セーレ

ン電子㈱） 

④企業体質の改革 

1）意識改革 

A）仕事の目的を理解し、その目的を完遂するための役割と責任の明確化。 

B）企業理念「のびのび いきいき ぴちぴち」「五ゲン主義（原理・原則・現場・現

物・現実）」の徹底。仕組みとしての「整流生産」「見える化」「見つけましたね

運動」「革命的ＶＡ活動」「改革小集団活動」「インテリジェンス」等の浸透・定着。 
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2）研究開発型企業としての強化 

技術開発、設備開発、ソフト開発などへの積極的な投資と環境づくり。 

3）財務体質の強化とキャッシュ・フロー経営の推進 

自己資本比率、ROE（自己資本当期純利益率）、ROA（総資産事業利益率）、有利子負債

率などの改善、およびグループ余剰資金の効率的運用など。 

4）グループ連結経営の強化： 

グループ企業価値を最大化にするために、グループ各社の役割・責任を明確にし、

効率的で最適な企業統治システムを構築するとともに、各社の事業の見直し・選

択と集中を行う。 

5）本社改革 

A）スピード経営のための仕組みやシステムの構築、社長スタッフとしての役割機

能強化など。 

B）グループで重複している本社機能（人事、購買、経理、情報企画など）の統合

一元化および人的効率のアップ。 

 

以上、今後も“変えよう、変わろう”を合言葉に、改革の手を緩めることなくこれらの

課題を着実にこなし、「生活価値創造企業」を目指して邁進していきます。 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,674 4,000

受取手形及び売掛金 17,849 19,635

商品及び製品 7,102 5,874

仕掛品 2,018 1,870

原材料及び貯蔵品 2,727 2,245

繰延税金資産 1,015 847

その他 1,168 1,025

貸倒引当金 △34 △29

流動資産合計 35,521 35,469

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 43,114 43,006

減価償却累計額 △18,655 △19,198

建物及び構築物（純額） 24,459 23,807

機械装置及び運搬具 60,877 61,823

減価償却累計額 △46,279 △49,127

機械装置及び運搬具（純額） 14,597 12,695

工具、器具及び備品 3,323 3,300

減価償却累計額 △2,676 △2,821

工具、器具及び備品（純額） 647 479

土地 9,490 9,491

リース資産 56 97

減価償却累計額 △5 △23

リース資産（純額） 50 73

建設仮勘定 1,385 718

有形固定資産合計 50,630 47,266

無形固定資産 752 648

投資その他の資産   

投資有価証券 1,819 2,122

繰延税金資産 3,292 2,622

その他 952 939

貸倒引当金 △46 △45

投資損失引当金 △25 －

投資その他の資産合計 5,993 5,639

固定資産合計 57,376 53,554

資産合計 92,898 89,024
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,868 11,159

短期借入金 12,856 6,338

未払金 997 1,040

未払法人税等 215 433

未払消費税等 568 221

賞与引当金 1,041 1,072

その他 1,766 2,006

流動負債合計 26,313 22,272

固定負債   

長期借入金 15,237 14,275

繰延税金負債 276 273

負ののれん 1,519 517

役員退職慰労引当金 241 237

退職給付引当金 5,822 5,797

その他 218 433

固定負債合計 23,316 21,535

負債合計 49,629 43,808

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 14,789 15,997

自己株式 △3,928 △3,928

株主資本合計 45,219 46,427

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34 176

為替換算調整勘定 △2,734 △1,891

評価・換算差額等合計 △2,769 △1,715

少数株主持分 818 503

純資産合計 43,268 45,216

負債純資産合計 92,898 89,024
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 98,190 79,907

売上原価 78,203 63,578

売上総利益 19,986 16,328

販売費及び一般管理費 17,293 14,268

営業利益 2,693 2,060

営業外収益   

受取利息 120 75

受取配当金 49 33

雇用調整助成金 － 403

負ののれん償却額 1,117 1,144

為替差益 － 212

雑収入 379 163

営業外収益合計 1,667 2,033

営業外費用   

支払利息 345 302

為替差損 1,049 －

雑損失 41 47

営業外費用合計 1,436 349

経常利益 2,925 3,744

特別利益   

固定資産売却益 12 21

助成金収入 530 300

その他 12 14

特別利益合計 555 336

特別損失   

固定資産処分損 110 47

減損損失 182 52

たな卸資産評価損 255 －

環境対策費 － 179

事業整理損 378 712

その他 152 59

特別損失合計 1,079 1,052

税金等調整前当期純利益 2,401 3,027

法人税、住民税及び事業税 909 638

法人税等調整額 607 699

法人税等合計 1,516 1,338

少数株主利益 26 △118

当期純利益 858 1,808
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 17,514 17,520

当期変動額   

新株の発行 5 －

当期変動額合計 5 －

当期末残高 17,520 17,520

資本剰余金   

前期末残高 16,833 16,838

当期変動額   

新株の発行 5 －

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 5 －

当期末残高 16,838 16,838

利益剰余金   

前期末残高 14,851 14,789

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △22 －

当期変動額   

剰余金の配当 △898 △599

当期純利益 858 1,808

当期変動額合計 △39 1,208

当期末残高 14,789 15,997

自己株式   

前期末残高 △3,928 △3,928

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 △3,928 △3,928

株主資本合計   

前期末残高 45,270 45,219

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △22 －

当期変動額   

新株の発行 11 －

剰余金の配当 △898 △599

当期純利益 858 1,808

自己株式の処分 0 －

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △28 1,208

当期末残高 45,219 46,427
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 510 △34

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △545 210

当期変動額合計 △545 210

当期末残高 △34 176

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,969 △2,734

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,703 843

当期変動額合計 △4,703 843

当期末残高 △2,734 △1,891

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,479 △2,769

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,248 1,053

当期変動額合計 △5,248 1,053

当期末残高 △2,769 △1,715

少数株主持分   

前期末残高 965 818

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △1 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △146 △314

当期変動額合計 △146 △314

当期末残高 818 503

純資産合計   

前期末残高 48,715 43,268

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △23 －

当期変動額   

新株の発行 11 －

剰余金の配当 △898 △599

当期純利益 858 1,808

自己株式の処分 0 －

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,394 739

当期変動額合計 △5,423 1,947

当期末残高 43,268 45,216
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,401 3,027

減価償却費 6,350 5,608

負ののれん償却額 △1,117 △1,144

減損損失 182 52

事業整理損失 111 712

固定資産売却損益（△は益） △11 △20

固定資産除却損 110 46

投資有価証券評価損益（△は益） 42 24

貸倒引当金の増減額（△は減少） △97 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △226 30

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △73 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △334 △25

受取利息及び受取配当金 △170 △109

支払利息 345 302

為替差損益（△は益） 956 △204

売上債権の増減額（△は増加） 6,177 △1,685

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,906 1,987

仕入債務の増減額（△は減少） △6,702 2,294

未払消費税等の増減額（△は減少） 588 △343

助成金収入 △530 △300

その他 △338 252

小計 9,568 10,497

利息及び配当金の受取額 170 109

利息の支払額 △327 △294

法人税等の支払額 △1,617 △249

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,793 10,061

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 △9,563 △1,982

有形固定資産の売却による収入 71 54

投資有価証券の取得による支出 △29 △24

関係会社株式の取得による支出 － △80

貸付けによる支出 △41 －

貸付金の回収による収入 2 3

助成金の受取額 530 300

その他 △366 △166

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,395 △1,895
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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） △1,469 △7,127

長期借入れによる収入 6,000 2,277

長期借入金の返済による支出 △1,894 △2,629

社債の償還による支出 △25 －

株式の発行による収入 11 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △898 △599

少数株主への配当金の支払額 △17 △15

その他 △9 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,696 △8,121

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,133 232

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,038 277

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期末残高 3,559 3,836
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該当事項はありません。 

  

近の有価証券報告書（平成21年６月24日提出）における記載から下記を除き重要な変更がないため開示

を省略します。 

  

①連結の範囲の変更 

 当連結会計年度より、新たに設立した世聯電子（蘇州）有限公司を連結の範囲に含め、Viscotec U.S.A. 

LLCを、清算により連結の範囲より除外しております。また、セーレン商事株式会社は、平成22年２月1日に

セーレンハウジング株式会社を吸収合併いたしました。  

 ②変更後の連結子会社の数   18社  

前連結会計年度において、営業外収益の「雑収入」に含めておりました「雇用調整助成金」（前連結会計

年度108百万円）については、重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。 

  

 
  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【連結の範囲に関する事項の変更】

【表示方法の変更】

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

減損損失 

 当社グループは、以下の資産グループについて減損損

失を計上しております。     

場所 用途 種類
減損損失 

（百万円）

滋賀県 
長浜市

遊休資産 機械及び装置 82

福井県 
福井市

子会社 
本社機能

建物、土地 52

福井県  
福井市

賃貸用  
不動産

建物、土地 47

  当社グループは管理会計上の区分に基づきグルーピン

グを行い、遊休資産については各不動産等をグルーピン

グの単位としております。上記の資産について、地価の

継続的な下落により時価の著しい下落が見られた賃貸用

不動産、及び遊休状態にあり時価の著しい下落が見られ

た土地等について、各々の帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額182百万円を減損損失として特別損

失に計上しております。  

 なお、当該資産の回収可能価額は、賃貸用不動産につ

いては使用価値により測定しており、将来キャッシュ・

フローを6％で割り引いて計算しております。遊休資産

等については、正味売却価額により測定しており、固定

資産税評価額等を参考にして評価しております。

 

減損損失 

 当社グループは、以下の資産グループについて減損損

失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失 

（百万円）

福井県
坂井市

遊休資産 土地 24

福井県
坂井市

遊休資産 土地 16

福井県
福井市他

遊休資産 無形固定資産 12

 当社グループは管理会計上の区分に基づきグルーピン

グを行い、遊休資産については各不動産等をグルーピン

グの単位としております。上記の資産について、遊休状

態にあり時価の著しい下落が見られた土地等について、

各々の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

52百万円を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。  

 

 ――――――

          

環境対策費 

 当社及び国内連結子会社において発生することが見込

まれるＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）廃棄処理に係る損

失であります。
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(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、新株予約権の権利行使による増加 22,000株であります。 
  

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加 633株であります。 

減少数の内訳は、単元未満株式の買増請求による減少 511株であります。 
  

   

 
  

  

 
  

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、単元未満株式の買取りによる増加 126株であります。 
  

   

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 64,611,646 22,000 ─ 64,633,646

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,707,638 633 511 4,707,760

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月25日 
定時株主総会

普通株式 449 7.5 平成20年３月31日 平成20年６月26日

平成20年10月29日 
取締役会

普通株式 449 7.5 平成20年９月30日 平成20年11月28日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月23日  
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 299 5.0 平成21年３月31日 平成21年６月24日

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 64,633,646 ─ ─ 64,633,646

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,707,760 126 ─ 4,707,886

３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月23日 
定時株主総会

普通株式 299 5.0 平成21年３月31日 平成21年６月24日

平成21年10月28日 
取締役会

普通株式 299 5.0 平成21年９月30日 平成21年11月27日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月23日  
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 299 5.0 平成22年３月31日 平成22年６月24日
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（開示の省略） 

 リース取引、関連当事者情報、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関す

る注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

 

(平成21年３月31日)

現金及び預金勘定 3,674百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金等

△115百万円

現金及び現金同等物 3,559百万円
 

(平成22年３月31日)

現金及び預金勘定 4,000百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金等

△164百万円

現金及び現金同等物 3,836百万円
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(注) １ 事業区分は売上集計区分によっております。 

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。 

 
４ 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預

金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３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)

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

42,075 32,528 9,809 8,485 4,532 758 98,190 － 98,190

 (2) セグメント間の
   内部売上高又は
   振替高

8 18 868 177 0 1,351 2,424 (2,424) －

計 42,083 32,546 10,678 8,663 4,532 2,110 100,615 (2,424) 98,190

  営業費用 40,001 31,976 10,393 8,360 4,121 1,977 96,832 (1,335) 95,496

  営業利益 2,081 570 284 302 410 132 3,782 (1,088) 2,693

Ⅱ 資産、減価償却費及
び資本的支出

  資産 28,475 30,433 17,058 8,366 5,062 3,755 93,152 (254) 92,898

  減価償却費 2,728 1,627 1,273 192 284 265 6,373 (22) 6,350

  減損損失 8 44 57 61 10 － 182 － 182

  資本的支出 3,940 2,407 1,947 250 1,072 7 9,625 142 9,767

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３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)

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

35,809 26,656 7,160 5,453 4,137 689 79,907 － 79,907

 (2) セグメント間の
   内部売上高又は
   振替高

3 39 501 36 － 942 1,522 (1,522) －

計 35,812 26,695 7,661 5,489 4,137 1,632 81,429 (1,522) 79,907

  営業費用 33,623 26,530 8,059 5,295 3,620 1,371 78,499 (652) 77,847

  営業利益又は 
  営業損失（△）

2,189 165 △ 397 194 517 261 2,930 (870) 2,060

Ⅱ 資産、減価償却費及
び資本的支出

  資産 35,066 25,580 15,125 4,935 4,711 4,151 89,570 (546) 89,024

  減価償却費 2,373 1,512 1,062 241 297 216 5,704 (96) 5,608

  減損損失 1 1 1 0 0 8 14 38 52

  資本的支出 885 571 432 17 148 0 2,056 45 2,101

前連結会計年度 1,175百万円

当連結会計年度 970百万円

前連結会計年度 3,807百万円

当連結会計年度 3,750百万円
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前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

 
当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する地域の内訳 

 （1）アジア地域……タイ、中国 

 （2）その他の地域…米国、ブラジル 

３ 営業費用のうち、「全社又は消去」の項目に含めた金額及び内容は、事業の種類別セグメント情報の（注）

３と同一であります。 

４ 資産のうち、「全社又は消去」に含めた金額及び内容は、事業の種類別セグメント情報の（注）４と同一で

あります。 

  

前連結会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

 
  

当連結会計年度(自平成21年４月１日 至平成22年３月31日) 

 
(注) 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。  

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

アジア地域 
(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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 80,385 9,753 8,050 98,190 － 98,190

 (2) セグメント間の内部売上高
   又は振替高

3,452 3,512 57 7,023 (7,023) －

計 83,838 13,266 8,108 105,214 (7,023) 98,190

  営業費用 81,623 11,557 7,788 100,968 (5,472) 95,496

  営業利益 2,215 1,709 320 4,245 (1,551) 2,693

Ⅱ 資産 87,030 11,391 8,498 106,921 (14,023) 92,898

日本 
(百万円)

アジア地域 
(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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 67,704 6,204 5,997 79,907 － 79,907

 (2) セグメント間の内部売上高
   又は振替高

3,378 2,911 19 6,309 (6,309) －

計 71,082 9,116 6,016 86,216 (6,309) 79,907

  営業費用 69,284 8,186 5,732 83,203 (5,356) 77,847

  営業利益 1,797 930 284 3,012 (952) 2,060

Ⅱ 資産 81,709 12,195 8,108 102,013 (12,988) 89,024

３ 海外売上高

アジア地域
その他の地
域

計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 10,741 11,115 21,856

Ⅱ 連結売上高（百万円） 98,190

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.9 11.4 22.3

アジア地域
その他の地
域

計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,860 8,399 16,260

Ⅱ 連結売上高（百万円） 79,907

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 9.8 10.5 20.3
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  

 繰延税金資産

  賞与引当金 463百万円

  退職給付引当金 2,357百万円

  税務上の繰越欠損金 586百万円

  たな卸資産・固定資産等の
  未実現利益

525百万円

  負ののれん 559百万円

  投資有価証券評価損 237百万円

  その他 1,496百万円

  繰延税金資産小計 6,226百万円

  評価性引当額 △1,233百万円

  繰延税金資産合計 4,992百万円

 繰延税金負債

  貸倒引当金調整
  （債権債務相殺）

△11百万円

  その他有価証券差額金 △3百万円

  その他 △946百万円

  繰延税金負債合計 △961百万円

 繰延税金資産の純額 4,031百万円

  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  

 繰延税金資産

 賞与引当金 480百万円

 退職給付引当金 2,352百万円

 税務上の繰越欠損金 346百万円

 たな卸資産・固定資産等の
 未実現利益

428百万円

 負ののれん 111百万円

 投資有価証券評価損 257百万円

 その他 1,921百万円

 繰延税金資産小計 5,898百万円

 評価性引当額 △1,534百万円

 繰延税金資産合計 4,364百万円

繰延税金負債

 貸倒引当金調整
 （債権債務相殺）

△11百万円

 その他有価証券差額金 △131百万円

 その他 △1,026百万円

 繰延税金負債合計 △1,169百万円

繰延税金資産の純額 3,195百万円

 （注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。 

 

   流動資産―繰延税金資産      1,015百万円

   固定資産―繰延税金資産      3,292百万円

   流動負債―繰延税金負債        △0百万円

   固定負債―繰延税金負債       △276百万円 

 

 （注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。 

 

   流動資産―繰延税金資産       847百万円

   固定資産―繰延税金資産     2,622百万円

   流動負債―繰延税金負債       △0百万円

   固定負債―繰延税金負債       △273百万円 
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提出会社は、キャッシュバランスプラン、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けております。国

内連結子会社は、退職一時金制度及び適格退職年金制度、もしくは確定拠出年金制度を設けております。

一部の海外連結子会社は、確定拠出年金制度を設けております。 

  

 
(注) 国内連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、一部を除き簡便法を採用しております。 

  

 
(注) １ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「①勤務費用」に計上しております。 

   ２「⑦その他」は確定拠出年金への掛金であります。 

  

 
  

(退職給付関係)

１ 採用している退職給付制度の概要

２ 退職給付債務に関する事項

前連結会計年度

(平成21年３月31日)

当連結会計年度

(平成22年３月31日)

① 退職給付債務 △ 7,780 △ 7,337

② 年金資産 1,592 1,479

③ 未積立退職給付債務(①+②) △ 6,188 △ 5,858

④ 未認識数理計算上の差異 399 54

⑤ 未認識過去勤務債務(債務の減額) 12 6

⑥ 連結貸借対照表計上額純額(③+④+⑤) △ 5,776 △ 5,797

⑦ 前払年金費用 46 －

⑧ 退職給付引当金(⑥-⑦） △ 5,822 △ 5,797

３ 退職給付費用に関する事項

 前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

  当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

① 勤務費用 544 470

② 利息費用 138 134

③ 期待運用収益 △ 23 △ 20

④ 数理計算上の差異の費用処理額 20 △ 88

⑤ 過去勤務債務の費用処理額 6 6

⑥ 退職給付費用(①+②+③+④+⑤) 686 502

⑦ その他 141 127

⑧ 合計（⑥+⑦） 827 629

４ 退職給付債務の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度

(平成21年３月31日)

当連結会計年度

(平成22年３月31日)

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

② 割引率 2.0％ 同左

③ 期待運用収益率 2.0％ 同左

④ 過去勤務債務の額の処理年数 ５年 同左

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 ５年 同左
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額  

 
  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 １株当たり純資産額 708円37銭 １株当たり純資産額 746円13銭

 １株当たり当期純利益 14円33銭 １株当たり当期純利益 30円17銭

 

 潜在株式調整後１株当たり
 当期純利益

14円33銭
 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希
薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し
ておりません。

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 連結貸借対照表の純資産の部の合計額 
  (百万円）

43,268 45,216

 普通株式に係る純資産額（百万円） 42,449 44,712

 差額の主な内訳

  少数株主持分（百万円） 818 503

 普通株式の発行済株式数（千株） 64,633 64,633

 普通株式の自己株式数（千株） 4,707 4,707

 １株当たり純資産額の算定に用いられた 
 普通株式の数 （千株）

59,925 59,925

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益（百万円） 858 1,808

 普通株主に帰属しない金額（百万円） ―― ――

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 858 1,808

 普通株式の期中平均株式数（千株） 59,921 59,925

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額

 当期純利益調整額（百万円） ―― ――

 普通株式増加数（千株） 0 ――

 （うち新株予約権（千株）） 0 ――

 （うち新株予約権付社債（千株）） ―― ――

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要

新株予約権
（普通株式372千株）

新株予約権
（普通株式266千株）
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 400 367

受取手形 1,589 1,624

売掛金 9,512 11,844

商品及び製品 3,390 3,124

仕掛品 242 242

原材料及び貯蔵品 570 596

前払費用 41 28

関係会社短期貸付金 10,546 6,789

繰延税金資産 431 516

未収入金 440 292

その他 38 38

貸倒引当金 △13 △8

流動資産合計 27,191 25,456

固定資産   

有形固定資産   

建物 27,809 27,996

減価償却累計額 △11,897 △12,803

建物（純額） 15,911 15,193

構築物 3,094 3,135

減価償却累計額 △2,213 △2,352

構築物（純額） 881 782

機械及び装置 40,426 40,189

減価償却累計額 △35,711 △36,621

機械及び装置（純額） 4,714 3,568

車両運搬具 282 279

減価償却累計額 △250 △259

車両運搬具（純額） 31 19

工具、器具及び備品 2,251 2,257

減価償却累計額 △1,945 △2,042

工具、器具及び備品（純額） 305 214

土地 5,735 5,702

建設仮勘定 439 660

有形固定資産合計 28,019 26,141

無形固定資産   

借地権 3 3

ソフトウエア 437 393

その他 24 17

無形固定資産合計 465 415
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,606 1,939

関係会社株式 15,015 15,755

出資金 30 20

関係会社出資金 1,795 1,815

関係会社長期貸付金 3,467 1,963

破産更生債権等 9 19

長期前払費用 10 38

繰延税金資産 2,239 1,924

その他 598 581

貸倒引当金 △203 △128

投資損失引当金 △25 －

投資その他の資産合計 24,544 23,929

固定資産合計 53,030 50,486

資産合計 80,222 75,942

負債の部   

流動負債   

支払手形 500 656

買掛金 5,897 8,220

短期借入金 12,444 5,881

1年内返済予定の長期借入金 2,251 2,860

未払金 995 1,143

未払費用 635 616

未払法人税等 76 88

未払消費税等 444 103

預り金 54 51

賞与引当金 594 650

その他 31 44

流動負債合計 23,925 20,317

固定負債   

長期借入金 15,237 14,275

役員退職慰労引当金 188 188

退職給付引当金 5,064 5,005

その他 120 181

固定負債合計 20,611 19,650

負債合計 44,536 39,968

－ 33 －

セーレン㈱（3569）　平成22年3月期　決算短信



(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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   

資本準備金 16,834 10,834

その他資本剰余金 1 6,001

資本剰余金合計 16,836 16,836

利益剰余金   

利益準備金 830 830

その他利益剰余金   

技術研究基金 200 －

別途積立金 681 －

繰越利益剰余金 3,580 4,551

利益剰余金合計 5,292 5,382

自己株式 △3,928 △3,928

株主資本合計 35,720 35,810

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △34 163

評価・換算差額等合計 △34 163

純資産合計 35,686 35,974

負債純資産合計 80,222 75,942
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

加工料収入 7,377 6,623

製品売上高 46,454 41,768

その他の売上高 2,256 2,137

売上高合計 56,088 50,530

売上原価   

製品期首たな卸高 3,950 3,390

当期製品仕入高 25,053 23,344

当期製品製造原価 18,923 16,376

小計 47,927 43,111

製品他勘定振替高 50 51

製品期末たな卸高 3,390 3,124

差引 44,485 39,934

その他の原価 1,453 1,464

合計 45,939 41,399

売上総利益 10,149 9,130

販売費及び一般管理費 10,786 9,593

営業利益 △637 △463

営業外収益   

受取利息 247 182

受取配当金 870 897

雇用調整助成金 － 242

雑収入 193 113

営業外収益合計 1,310 1,436

営業外費用   

支払利息 353 305

為替差損 77 12

雑損失 14 11

営業外費用合計 445 330

経常利益 228 643

特別利益   

固定資産売却益 0 0

関係会社貸倒引当金戻入額 － 84

助成金収入 500 300

その他 2 1

特別利益合計 502 386
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   

固定資産処分損 44 42

減損損失 － 38

投資損失引当金繰入額 25 －

たな卸資産評価損 143 －

関係会社貸倒引当金繰入額 180 －

環境対策費 － 60

その他 87 17

特別損失合計 480 158

税引前当期純利益 250 871

法人税、住民税及び事業税 183 85

法人税等調整額 3 96

法人税等合計 187 181

当期純利益 63 689
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 17,514 17,520

当期変動額   

新株の発行 5 －

当期変動額合計 5 －

当期末残高 17,520 17,520

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 16,829 16,834

当期変動額   

新株の発行 5 －

資本準備金の取崩 － △6,000

当期変動額合計 5 △6,000

当期末残高 16,834 10,834

その他資本剰余金   

前期末残高 1 1

当期変動額   

資本準備金の取崩  6,000

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 △0 6,000

当期末残高 1 6,001

資本剰余金合計   

前期末残高 16,831 16,836

当期変動額   

新株の発行 5 －

自己株式の処分 △0 －

当期変動額合計 5 －

当期末残高 16,836 16,836

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 830 830

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 830 830
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

その他利益剰余金   

技術研究基金   

前期末残高 200 200

当期変動額   

技術研究基金の取崩 － △200

当期変動額合計 － △200

当期末残高 200 －

別途積立金   

前期末残高 681 681

当期変動額   

別途積立金の取崩  △681

当期変動額合計 － △681

当期末残高 681 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,416 3,580

当期変動額   

技術研究基金の取崩  200

別途積立金の取崩  681

剰余金の配当 △898 △599

当期純利益 63 689

当期変動額合計 △835 971

当期末残高 3,580 4,551

利益剰余金合計   

前期末残高 6,128 5,292

当期変動額   

剰余金の配当 △898 △599

当期純利益 63 689

当期変動額合計 △835 90

当期末残高 5,292 5,382

自己株式   

前期末残高 △3,928 △3,928

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 △3,928 △3,928
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 36,544 35,720

当期変動額   

新株の発行 11 －

剰余金の配当 △898 △599

当期純利益 63 689

自己株式の処分 0 －

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △824 90

当期末残高 35,720 35,810

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 488 △34

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △522 197

当期変動額合計 △522 197

当期末残高 △34 163

評価・換算差額等合計   

前期末残高 488 △34

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △522 197

当期変動額合計 △522 197

当期末残高 △34 163

純資産合計   

前期末残高 37,033 35,686

当期変動額   

新株の発行 11 －

剰余金の配当 △898 △599

当期純利益 63 689

自己株式の処分 0 －

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △522 197

当期変動額合計 △1,347 288

当期末残高 35,686 35,974
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該当事項はありません。 

  

前事業年度において、営業外収益の「雑収入」に含めておりました「雇用調整助成金」（前事業年度74百

万円）については、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。 

  

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

(5)【表示方法の変更】
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役 員 の 異 動 

（平成２２年６月２３日予定） 

 

１．取締役の異動 

（１）新任取締役候補 

（新）  （現） 

非常勤取締役 
（社外取締役） 辻

つじ

   晴
はる

雄
お

 
シャープ株式会社 
相談役 

 

（２）退任予定取締役 

（新）  （現） 

非常勤顧問 
（グンセン株式会社 
常勤顧問） 

岡
おか

   秀三
しゅうぞう

 

取締役 
（グンセン株式会社 
代表取締役会長 兼 社長） 

   

常勤顧問 
（業務監査担当） 塩田

し お だ

  清
せい

治
じ

 

取締役 兼 執行役員 
（セーレン商事株式会社 
代表取締役社長） 

   

常勤顧問 
（セーレン健康保険組合 
 理事長） 

松村
まつむら

  重信
しげのぶ

 
取締役 兼 執行役員 
（関連企業室長） 

 

２．執行役員の異動 

（１）新任執行役員候補 

（新）  （現） 

執行役員 
（ＫＢセーレン株式会社 
 北陸合繊工場長） 

酒井
さ か い

  則應
の り お

 

関連企業部 主査 
（ＫＢセーレン株式会社 
 北陸合繊工場長） 

 

（２）退任予定執行役員 

（新）  （現） 

常勤顧問 
（エアバッグ事業 
 生産グループ統括） 

小林
こばやし

  義雄
よ し お

 

上席執行役員 
（エアバッグ事業 

   生産グループ統括） 

 

（３）役付変更予定執行役員 

（新）  （現） 

取締役 兼 専務執行役員 
（自動車内装材部門長） 結

ゆい

川
かわ

  孝一
こういち

 
取締役 兼 常務執行役員 
（自動車内装材部門長） 

 

以上 
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