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

22年3月期第3四半期 58,591 △26.1 1,309 △60.1 2,548 △33.6 1,794 10.1
21年3月期第3四半期 79,281 ― 3,280 ― 3,835 ― 1,630 ―

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3四半期 29.94 ―
21年3月期第3四半期 27.21 27.21

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3四半期 91,702 44,856 48.2 738.00
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3四半期  44,225百万円 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 79,700 △18.8 2,000 △25.8 3,550 21.3 2,350 173.6 39.22
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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10月28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3四半期 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3四半期  4,707,859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3四半期 59,925,844株 21年3月期第3四半期 59,920,801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３四半期における日本経済は、一昨年に勃発した世界同時不況の影響が企業業績に影を落と

す厳しい環境でした。このような状況の中、政府の景気刺激策が功を奏し、景気に若干の持ち直し

の動きがみられました。しかしながら雇用情勢や所得環境に確固たる回復の兆しは見られず、生活

者の防衛意識は依然強く、“節約志向”は生活における最優先事項として定着しつつあります。その

結果、長引く個人消費低迷のもと低価格競争に拍車がかかり、日本経済は長期的なデフレに陥り、

企業環境は引き続き厳しい状況で推移しております。 

具体的な当第３四半期の連結業績は、売上高 585 億 91 百万円（前年同期比 26.1％減）、営業利益

13 億 9百万円（同 60.1％減）、経常利益 25 億 48 百万円（同 33.6％減）、四半期純利益 17 億 94 百

万円（同 10.1％増）となり、当第１四半期からの回復基調は窺えるものの、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、世界中の自動車販売が大きな打撃を受けましたが、その後、各国

政府のインセンティブ政策が功を奏し、国内外ともに自動車販売台数の減少は底打ちし、徐々に

回復の様相を見せております。当社グループのシート事業・エアバッグ事業においても、先行実

施した原価低減と生産ライン集約や体制縮小によるコスト削減により、事業全体の営業損益が改

善されつつあります。しかし、依然として当第３四半期の売上高は前年同期の約7割の水準であり

ます。今後の需給動向についてもインセンティブ政策廃止後の反動など、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251億6百万円（前年同期比 28.3％減）、営業利益12億40百万円（同 45.0％減）

となり、減収・減益となりました。 

 

（ハイファッション事業） 

景気停滞と雇用環境の悪化から、依然として消費マインドは冷え込んだ状態にあります。市場で

は低価格衣料を主に販売するＳＰＡアパレルの台頭をきっかけに、低価格競争が激化し業界全体で

デフレが深刻化しています。このような厳しい事業環境の中、当社グループにおきましても、委託

加工数量のダウン、ＫＢセーレン㈱のファッション事業の落ち込みなど、従来型の繊維加工および

テキスタイル販売ビジネスは苦戦を強いられました。また前事業年度に「選択と集中」という観点

から整理したＫＢセーレン㈱天然繊維事業の撤退により、当第３四半期において前年同期比約17

－ 3 －

セーレン㈱（3569）　平成22年3月期　第3四半期決算短信



億円の売上高減少となっております。 

当事業全体では厳しい市況の影響を受け、売上高は203億62百万円（前年同期比 20.3％減）、営

業利益は2億63百万円（同 59.0％減）となり、減収・減益となりました。 

こうした中、多品種・小ロット・短納期、在庫レス、高付加価値で差別化するビスコテックス

のファッション事業、およびＫＢセーレン㈱の特殊原糸と当社の高付加価値加工を組み合わせた

グループ一貫生産商品で差別化するスポーツ事業においては、堅調に売上を確保しました。当社

グループの強みを最大限に活かしたこれらの差別化ビジネスを、今後更に積極的に拡大していき

ます。 

 

（エレクトロニクス事業） 

世界同時不況と円高の影響を受け、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

ュ商品の売上高は前年同期に比べ大幅に減少いたしました。このような状況の中、当第３四半期

において次世代ＰＤＰ用電磁波シールド材であるＦＭ（フィルムメッシュ）の一部量産がスター

トしました。当初の計画に対する量産化の遅れにより費用が先行しておりますが、2010年度から

の本格稼動を目指し、目下準備を進めております。 

当事業の売上高は53億57百万円（前年同期比 33.2％減）、営業損失は2億44百万円（同 ― ％減）

となり、減収・減益となりました。 

 

（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。また前事業年度に撤退した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、当第３四半期において前年同期比約14億円の売上

高減少となっております。 

当事業の売上高は40億48百万円（前年同期比 38.6％減）、営業利益は1億24百万円（同 58.4％

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
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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。昨年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®」も、その性能の高さが市場で着々と評価されつつあり、商品ラインナ

ップを拡充しながら更なる販売促進を進めております。 

当事業の売上高は32億24百万円（前年同期比 7.6％減）、営業利益は4億31百万円（同 32.4％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、引き続き厳しい環境となりました。 

当事業の売上高は4億92百万円（前年同期比 13.4％減）、営業利益は1億72百万円（同 89.0％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３四半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 11 億 95 百万円減少の 917

億 2 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 27 億 83 百万円減少し、468 億 46 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 15 億 87 百万円増加し、448 億 56 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 27 億 95 百万円、減価償却費 41 億 90 百万円などの資金増加要因があり、全体では 73

億 34 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 13億 29 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 60 億 4 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 59 億 8 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

19 百万円増加し、当第３四半期末残高は 37 億 78 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 

当事業年度の通期見通しにつきましては、消費低迷、デフレなど企業を取り巻く環境は依然厳し

い状況にあるものの、政府の景気刺激策が功を奏し、当社グループの主力事業でありますオートモ

ーティブ事業においては、国内外で徐々に売上が回復基調に移り始めております。また、当事業年
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度当初より当社グループ全体で取り組んでまいりました、経費削減、生産効率化等の成果が具体的

に実を結び始めており、当社グループの利益体質強化が図られました。 

この状況を踏まえ、通期の連結業績予想を上方修正し、売上高 797 億円（前期比 18.8％減）、営

業利益 20 億円（同 25.8％減）、経常利益 35 億 50 百万円（同 21.3％増）、当期純利益 23 億 50 百万

円（同 173.6％増）といたします。なお、平成 21 年 10 月 28 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 10 月 28 日発表） 

78,000 1,700 3,150 2,150 35 円 88 銭

今 回 修 正 予 想（Ｂ） 79,700 2,000 3,550 2,350 39 円 22 銭

増 減 額（Ｂ－Ａ） 1,700 300 400 200 ― 

増 減 率（％） 2.2％ 17.6％ 12.7％ 9.3％ ― 

（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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,919 3,674

受取手形及び売掛金 20,682 17,849

商品及び製品 5,779 7,102

仕掛品 1,970 2,018

原材料及び貯蔵品 2,252 2,727

その他 1,850 2,183

貸倒引当金 △35 △34

流動資産合計 36,419 35,521

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,327 24,459

機械装置及び運搬具（純額） 13,301 14,597

工具、器具及び備品（純額） 542 647

土地 9,515 9,490

その他（純額） 861 1,436

有形固定資産合計 48,549 50,630

無形固定資産 696 752

投資その他の資産   

その他 6,104 6,064

貸倒引当金 △41 △46

投資損失引当金 △25 △25

投資その他の資産合計 6,037 5,993

固定資産合計 55,283 57,376

資産合計 91,702 92,898

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,184 8,868

短期借入金 7,466 12,856

未払法人税等 700 215

賞与引当金 441 1,041

その他 3,392 3,331

流動負債合計 24,186 26,313

固定負債   

長期借入金 15,353 15,237

役員退職慰労引当金 237 241

退職給付引当金 5,850 5,822

負ののれん 804 1,519

その他 413 495

固定負債合計 22,659 23,316

負債合計 46,846 49,629
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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 15,984 14,789

自己株式 △3,928 △3,928

株主資本合計 46,414 45,219

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 79 △34

為替換算調整勘定 △2,268 △2,734

評価・換算差額等合計 △2,188 △2,769

少数株主持分 630 818

純資産合計 44,856 43,268

負債純資産合計 91,702 92,898
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 79,281 58,591

売上原価 62,415 46,358

売上総利益 16,865 12,233

販売費及び一般管理費 13,585 10,924

営業利益 3,280 1,309

営業外収益   

受取利息 82 55

受取配当金 49 33

負ののれん償却額 838 857

為替差益 － 99

雇用調整助成金 － 338

その他 171 118

営業外収益合計 1,142 1,502

営業外費用   

支払利息 254 231

為替差損 304 －

その他 27 32

営業外費用合計 586 264

経常利益 3,835 2,548

特別利益   

固定資産売却益 10 20

助成金収入 － 300

貸倒引当金戻入額 6 －

その他 － 14

特別利益合計 17 335

特別損失   

固定資産処分損 64 30

特別退職金 － 22

投資有価証券評価損 252 24

たな卸資産評価損 255 －

事業整理損 129 －

その他 21 10

特別損失合計 723 88

税金等調整前四半期純利益 3,129 2,795

法人税等 1,463 981

少数株主利益 36 19

四半期純利益 1,630 1,794
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 3,129 2,795

減価償却費 4,728 4,190

負ののれん償却額 △838 △857

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △850 △600

退職給付引当金の増減額（△は減少） △296 27

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 △132 △88

支払利息 254 231

為替差損益（△は益） 373 △121

投資有価証券評価損益（△は益） 252 24

固定資産処分損益（△は益） 54 9

売上債権の増減額（△は増加） 543 △2,784

たな卸資産の増減額（△は増加） 278 1,927

仕入債務の増減額（△は減少） △1,520 3,120

未払消費税等の増減額（△は減少） 443 △293

その他 126 104

小計 6,460 7,680

利息及び配当金の受取額 132 88

利息の支払額 △268 △233

法人税等の支払額 △1,395 △201

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,927 7,334

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 △7,126 △1,502

有形固定資産の売却による収入 24 45

投資有価証券の取得による支出 △23 △19

その他 357 146

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,767 △1,329

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） 2,130 △5,820

長期借入れによる収入 3,000 2,277

長期借入金の返済による支出 △1,561 △1,731

株式の発行による収入 11 －

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 △5 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,657 △5,908

現金及び現金同等物に係る換算差額 △775 123

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42 219

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 4,640 3,778
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該当事項はありません。 

前第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、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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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

35,036 25,564 8,024 6,598 3,488 568 79,281 － 79,281

(2) セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

6 13 705 133 0 1,055 1,915 (1,915) －

計 35,043 25,577 8,730 6,731 3,489 1,624 81,196 (1,915) 79,281

営業利益 2,256 642 469 298 325 91 4,083 (803) 3,280

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

25,106 20,362 5,357 4,048 3,224 492 58,591 － 58,591

(2) セグメント間 
  の内部売上高 
  又は振替高

3 17 385 32 － 689 1,128 (1,128) －

計 25,109 20,380 5,742 4,081 3,224 1,181 59,720 (1,128) 58,591

営業利益又は  
営業損失（△）

1,240 263 △244 124 431 172 1,986 (677) 1,309

(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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