
 
平成19年８月８日

 
  

(百万円未満切捨て) 

1. 平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年６月30日） 

 
(％表示は対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 
  

   

   
  

2. 平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）【参考】 

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率) 

 
  

 
平成20年３月期 第１四半期財務・業績の概況

上場会社名 シキボウ株式会社     上場取引所  東証一部・大証一部

コード番号 ３１０９     URL http://www.shikibo.co.jp/

代表者 (役職名)取締役社長 (氏名)加藤 禎一

問合せ先責任者
(役職名)取締役経営企画室長 

    兼経理部長
(氏名)邨上 義一 TEL (06)6268－5415

 (1) 連結経営成績

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 13,276 2.2 848 21.2 540 38.6 345 ─
19年３月期第１四半期 12,995 0.5 699 △ 25.4 390 △ 42.1 △ 157 ─

19年３月期 53,035 ─ 2,596 ─ 1,507 ─ 714 ─

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 2 86 ─ ─
19年３月期第１四半期 △ 1 30 ─ ─

19年３月期 5 90 ─ ─

 (2) 連結財政状態

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

20年３月期第１四半期 95,624 26,979 27.5 217 28
19年３月期第１四半期 95,999 25,903 26.4 209 23

19年３月期 95,220 27,153 27.8 219 00

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況

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

20年３月期第１四半期 641 △ 440 411 4,197

19年３月期第１四半期 1,252 △ 799 531 4,914

19年３月期 2,576 △ 2,645 △ 588 3,325

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

中間期 26,000 △ 0.4 1,400 2.9 900 19.0 150 △ 2.9 1 24
通期 53,000 △ 0.1 3,100 19.4 2,000 32.6 900 26.0 7 43
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3. その他 
  

 
  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があ
ります。 

  
  
  
【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１四半期における我が国経済は、民間設備投資の増加や雇用環境の改善により、景気は緩やかな回

復基調で推移しました。しかしながら、原油高に伴う燃料・原材料の高騰等により依然として不安定な状

況が続きました。 

当社グループは、このような状況の下、収益確保を主眼に、高付加価値製品の拡販とサービスの拡充に

努めてまいりました。 

その結果、第１四半期の連結売上高は132億76百万円（前年同期比2.2%増）、営業利益は８億48百万円

（同21.2%増）、経常利益は５億40百万円（同38.6%増）、四半期純利益は３億45百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの概況は次のとおりです。 

  

（繊維事業） 

衣料・生活資材分野では、国内の繊維市況は依然低迷を続けており、原材料・燃料価格の上昇及び円安

に伴うコストアップの影響を受けましたが、紡績糸の販売が好調であったこと、また、前期に実施いたし

ました不採算子会社の解散効果により、増収増益となりました。 

産業資材分野においては、製紙用ドライヤーカンバスは、製紙各社の操業状況が総じて高い水準であっ

たものの、原材料・燃料高騰に伴うコスト削減への取り組みが継続された影響もあり、売上高は前年同期

比微減となりました。フィルタークロスは、製造業各業種の需要が概ね堅調であったため、前年同期並み

の売上高を維持しました。 

以上の結果、繊維事業全体としての売上高は101億49百万円（前年同期比1.3％増）となり、営業利益は

４億15百万円（同33.4％増）となりました。 

  

（機能材事業） 

化成品、複合材料が堅調に推移する一方、プリント配線基板が、アミューズメント及び液晶用分野の需

要拡大により増益となり、全体として増収増益となりました。 

以上の結果、売上高は15億33百万円（前年同期比5.3％増）となり、営業利益は１億１百万円（同

70.8％増）となりました。 

  

 (1) 期中における重要な子会社の移動(連結範囲の変更を伴う
   特定子会社の移動)

： 無

 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無

  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]
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（不動産事業） 

賃貸事業は、愛知県江南市の温浴施設への土地賃貸と滋賀県草津市の賃貸マンション事業を新たに追加

したことにより、売上高６億69百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益は３億49百万円（同2.3％増）と

なりました。 

  

（その他の事業） 

リネンサプライ、ホームクリーニング、ゴルフ場事業が堅調に推移し増収増益となり、売上高は９億23

百万円（前年同期比7.7%増）、営業利益は１億23百万円（同39.4%増）となりました。 

  
2. 連結財政状態に関する定性的情報 

①資産・負債及び純資産の状況 

総資産は、956億24百万円となり、前年度末に比べ４億３百万円の増加となりました。主な要因は、

現金及び預金の増加及び非連結子会社１社を当第１四半期より連結の範囲に加えたことによるものであ

ります。 

 負債は、686億45百万円となり、前年度末に比べ５億78百万円の増加となりました。主な要因は、借

入金の増加等によるものであります。 

 純資産は、269億79百万円となり、前年度末に比べ１億74百万円の減少となりました。その結果、自

己資本比率は27.5%となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動では６億41百万円

の増加、投資活動では４億40百万円の減少、財務活動では４億11百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期において営業活動による資金は、棚卸資産の増加があったものの、売上債権の減少、税

金等調整前四半期純利益及び減価償却費等の内部留保等により６億41百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期における投資活動による資金は、有形固定資産の取得による支出等により４億40百万円

の減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期における財務活動による資金は、配当金の支払いによる支出があったものの、借入によ

り４億11百万円の増加となりました。 

  
3. 連結業績予想に関する定性的情報 

通期の見通しについては本年５月11日の公表値、中間期の見通しについては本年７月２日の公表値から

変更はありません。 

  
4. その他 
  
(1) 期中における重要な子会社の移動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の移動) 
  該当事項はありません。 
  
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 
  減価償却の方法、法人税等の会計基準等について簡便な方法を採用しております。 
  
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
  該当事項はありません。 
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5. (要約）四半期連結財務諸表 

(1)  (要約）四半期連結貸借対照表 
  （単位：百万円） 

 
  

科  目

前年同四半期末

(平成19年３月期

第１四半期末)

当四半期末

(平成20年３月期

第１四半期末)

増  減
（参 考）前期末 

(平成19年３月期末)

金額 金額 金額 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 5,285 4,568 △ 716 3,704

   受取手形及び売掛金 13,597 14,359 762 14,772

   たな卸資産 9,937 9,419 △ 518 9,038

   その他 3,140 3,066 △ 73 2,844

   貸倒引当金 △ 129 △ 156 △ 26 △ 160

   流動資産合計 31,830 31,256 △ 574 30,198

Ⅱ 固定資産

   有形固定資産

    建物及び構築物 19,678 19,110 △ 567 19,269

    機械装置及び車両運搬具 4,416 4,261 △ 155 4,229

    土地 35,289 35,131 △ 157 35,131

    その他 208 1,123 915 232

   有形固定資産合計 59,593 59,628 35 58,863

   無形固定資産 106 171 64 109

   投資その他の資産

    投資有価証券 2,288 3,333 1,044 3,400

    その他 2,633 1,559 △ 1,073 2,977

    投資損失引当金 △ 65 △ 63 2 △ 63

    貸倒引当金 △ 387 △ 262 125 △ 264

   投資その他の資産合計 4,469 4,567 98 6,049

   固定資産合計 64,169 64,367 198 65,022

   資産合計 95,999 95,624 △ 375 95,220

$keiri
シキボウ㈱(3109)　平成20年３月期　第１四半期財務・業績の概況

$keiri
-4-



  
  （単位：百万円） 

 
  

科  目

前年同四半期末

(平成19年３月期

第１四半期末)

当四半期末

(平成20年３月期

第１四半期末)

増  減
（参 考）前期末 

(平成19年３月期末)

金額 金額 金額 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形及び買掛金 7,819 7,481 △ 337 7,572

   短期借入金 19,646 19,450 △ 196 18,330

   その他 3,843 4,268 425 4,164

   流動負債合計 31,309 31,200 △ 108 30,067

Ⅱ 固定負債

   社債 2,341 2,405 63 2,442

   長期借入金 10,636 10,053 △ 583 10,524

   再評価に係る繰延税金負債 8,728 8,682 △ 46 8,682

   預り敷金・保証金 12,768 11,821 △ 946 11,826

   その他 4,311 4,482 170 4,523

   固定負債合計 38,786 37,444 △ 1,342 37,999

   負債合計 70,096 68,645 △ 1,451 68,066

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 11,336 11,336 ─ 11,336

   資本剰余金 998 998 ─ 998

   利益剰余金 2,544 3,402 858 3,486

   自己株式 △ 6 △ 11 △ 4 △ 10

   株主資本合計 14,872 15,726 853 15,811

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価 

   差額金
─ ─ ─ 76

   繰延ヘッジ損益 ─ ─ ─ 105

   土地再評価差額金 12,005 11,934 △ 70 11,934

   為替換算調整勘定 △ 1,544 △ 1,357 186 △ 1,415

   評価・換算差額等合計 10,461 10,576 115 10,700

Ⅲ 少数株主持分 569 676 106 642

   純資産合計 25,903 26,979 1,075 27,153

   負債純資産合計 95,999 95,624 △ 375 95,220
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(2) (要約）四半期連結損益計算書 
  （単位：百万円） 

 
  

科  目

前年同四半期

(平成19年３月期

第１四半期)

当四半期

(平成20年３月期

第１四半期)

増  減
（参 考）前期 

(平成19年３月期)

金額 金額 金額 金額

Ⅰ 売上高 12,995 13,276 280 53,035

Ⅱ 売上原価 10,454 10,671 217 43,059

   売上総利益 2,541 2,604 62 9,976

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,841 1,756 △ 85 7,380

   営業利益 699 848 148 2,596

Ⅳ 営業外収益

   受取利息及び配当金 11 10 △ 1 42

   持分法による投資利益 9 10 0 39

   その他 36 41 4 233

  営業外収益合計 58 61 3 315

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 215 209 △ 5 871

   その他 152 159 6 532

  営業外費用合計 367 369 1 1,403

   経常利益 390 540 150 1,507

Ⅵ 特別利益 3 20 17 286

Ⅶ 特別損失 458 18 △ 440 688

   税金等調整前 

   四半期(当期)純利益
─ 543 543 1,106

   税金等調整前 

   四半期(当期)純損失
64 ─ 64 ─

   税金費用 74 160 85 315

   少数株主利益 18 37 19 76

   四半期(当期)純利益 ─ 345 345 714

   四半期(当期)純損失 157 ─ 157 ─
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(3) (要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前年同四半期(自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,336 998 2,942 △ 5 15,271

当四半期中の変動額

 剰余金の配当 △ 302 △ 302

 四半期純利益 △ 157 △ 157

 土地再評価差額金取崩額 61 61

 自己株式の取得 △ 0 △ 0

株主資本以外の項目の 

当四半期の変動額(純額)

当四半期の変動額合計(百万円) ─ ─ △ 397 △ 0 △ 398

平成18年６月30日残高(百万円) 11,336 998 2,544 △ 6 14,872

評価・換算差額等

少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

土地再評価 

差額金

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 237 12,067 △ 1,531 10,773 565 26,610

当四半期中の変動額

 剰余金の配当 △ 302

 四半期純利益 △ 157

 土地再評価差額金取崩額 61

 自己株式の取得 △ 0

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額)
△ 237 △ 61 △ 12 △ 312 4 △ 307

当四半期の変動額合計(百万円) △ 237 △ 61 △ 12 △ 312 4 △ 706

平成18年６月30日残高(百万円) ─ 12,005 △ 1,544 10,461 569 25,903
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当四半期(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 11,336 998 3,486 △ 10 15,811

当四半期の変動額

 連結子会社増加に伴う 

 剰余金減少高
△ 66 △ 66

 剰余金の配当 △ 363 △ 363

 四半期純利益 345 345

 自己株式の取得 △ 0 △ 0

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額)

当四半期の変動額合計(百万円) ─ ─ △ 84 △ 0 △ 84

平成19年６月30日残高(百万円) 11,336 998 3,402 △ 11 15,726

評価・換算差額等

少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ 

損益

土地再評価 

差額金

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 76 105 11,934 △ 1,415 10,700 642 27,153

当四半期の変動額

 連結子会社増加に伴う 

 剰余金減少高
△ 66

 剰余金の配当 △ 363

 四半期純利益 345

 自己株式の取得 △ 0

 株主資本以外の項目の 

 当四半期の変動額(純額)
△ 76 △ 105 57 △ 124 34 △ 89

当四半期の変動額合計(百万円) △ 76 △ 105 ─ 57 △ 124 34 △ 174

平成19年６月30日残高(百万円) ─ ─ 11,934 △ 1,357 10,576 676 26,979
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前期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,336 998 2,942 △ 5 15,271

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △ 302 △ 302

 当期純利益 714 714

 土地再評価差額金取崩額 132 132

 自己株式の取得 △ 4 △ 4

 株主資本以外の項目の連結 

  会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
─ ─ 544 △ 4 539

平成19年３月31日残高(百万円) 11,336 998 3,486 △ 10 15,811

評価・換算差額等

少数株主 

持分
純資産合計その他 

有価証券 

評価差額金

繰延ヘッジ 

損益

土地再評価 

差額金

為替換算 

調整勘定

評価・換算 

差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 237 ─ 12,067 △ 1,531 10,773 565 26,610

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △ 302

 当期純利益 714

 土地再評価差額金取崩額 132

 自己株式の取得 △ 4

 株主資本以外の項目の連結 

 会計年度中の変動額(純額)
△ 161 105 △ 132 115 △ 72 76 4

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円)
△ 161 105 △ 132 115 △ 72 76 543

平成19年３月31日残高(百万円) 76 105 11,934 △ 1,415 10,700 642 27,153
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(4) (要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

前年同四半期

(平成19年３月期第１四半期)

当四半期

(平成20年３月期第１四半期)

（参 考）前期

(平成19年３月期)

区分 金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期(当期)純利益又は 

   税金等調整前四半期純損失（△）
△ 64 543 1,106

   減価償却費 504 527 2,021

   売上債権の増減額 843 424 △ 333

   たな卸資産の増減額 △ 132 △ 390 788

   仕入債務の増減額 340 82 △ 82

   その他 126 △ 76 156

    小計 1,617 1,110 3,656

   利息及び配当金の受取額 11 10 78

   利息の支払額 △ 226 △ 200 △ 879

   法人税等の支払額 △ 150 △ 279 △ 278

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,252 641 2,576

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 △ 173 △ 459 △ 985

   有形固定資産の売却による収入 32 15 277

   その他 △ 657 2 △ 1,938

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 799 △ 440 △ 2,645

Ⅲ 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 △ 312 815 △ 1,624

   長期借入による収入 2,500 1,380 7,746

   長期借入金の返済による支出 △ 1,249 △ 1,554 △ 6,620

   社債発行による収入 ─ ─ 800

   社債償還による支出 △ 100 △ 100 △ 576

   配当金の支払額 △ 302 △ 125 △ 302

   その他 △ 3 △ 3 △ 10

  財務活動によるキャッシュ・フロー 531 411 △ 588

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 28 △ 0 25

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 956 612 △ 632

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,899 3,325 3,899

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物 

  の影響額
58 258 58

Ⅷ 現金及び現金同等物の

  四半期末(期末)残高
4,914 4,197 3,325
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(5) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  前年同四半期(平成19年３月期第１四半期) 

(単位：百万円) 

 
  

  当四半期(平成20年３月期第１四半期) 

(単位：百万円) 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっている。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 繊維事業…………糸、布、ニット、二次製品、製紙用ドライヤーカンバス、フィルタークロス 

(2) 機能材事業………プリント配線基板、化成品、複合材料等 

(3) 不動産事業………不動産賃貸、販売用不動産の売買 

(4) その他の事業……リネンサプライ、倉庫業、ゴルフ場の経営等 

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金額の主なものは、親会社本社の総務部

門等管理部門に係る費用である。 

  

(参考)前期(平成19年３月期) 
(単位：百万円) 

繊維事業
機能材
事業

不動産
事業

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

10,014 1,455 667 857 12,995 ― 12,995

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1 ― 31 100 134 (134) ―

計 10,016 1,455 699 958 13,129 (134) 12,995

営業費用 9,705 1,396 358 869 12,329 (33) 12,296

営業利益 311 59 341 88 800 (100) 699

繊維事業
機能材
事業

不動産
事業

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

10,149 1,533 669 923 13,276 ― 13,276

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

0 ― 31 88 120 (120) ―

計 10,150 1,533 700 1,012 13,396 (120) 13,276

営業費用 9,735 1,431 351 889 12,408 19 12,428

営業利益 415 101 349 123 988 (140) 848

繊維事業
機能材
事業

不動産
事業

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

40,727 6,234 2,658 3,415 53,035 ― 53,035

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

17 ― 126 386 530 (530) ―

計 40,745 6,234 2,785 3,801 53,566 (530) 53,035

営業費用 39,791 5,840 1,374 3,474 50,481 (41) 50,439

営業利益 953 393 1,411 327 3,085 (488) 2,596
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