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(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 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 19年９月中間期 25,978 △0.4 1,343 △1.2 727 △3.7 △227 ─
 18年９月中間期 26,092 1.5 1,360 △8.0 756 △27.6 154 △82.3

 19年３月期 53,035 ― 2,596 ― 1,507 ― 714 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

 19年９月中間期 △1 88 ─
 18年９月中間期 1 28 ─

 19月３月期 5 90 ─

(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 21百万円 18年９月中間期 16百万円 19年３月期 39百万円

(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

 19年９月中間期 96,121 26,844 27.2 215 97

 18年９月中間期 96,265 26,392 26.8 212 96

 19年３月期 95,220 27,153 27.8 219 00

(参考) 自己資本 19年９月中間期26,142百万円 18年９月中間期25,784百万円 19年３月期26,511百万円

(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

 19年９月中間期 1,781 △1,770 812 4,438

 18年９月中間期 1,600 △1,756 552 4,352

 19年３月期 2,576 △2,645 △588 3,325

１株当たり配当金

(基準日) 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

 19年３月期 ─ 3 00 3 00

 19年９月期 ─ ─

 20年３月期(予想) ─ 3 00 3 00

(％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
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 52,500 △1.0 2,900 11.7 1,700 12.7 400 △44.0 3 30
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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) 中間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（中間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） 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         無 

〔(注) 詳細は、16ページ「中間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株当たり中間(当期)純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

  

(参考) 個別業績の概要 

1. 平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

2. 平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

 

 
  

※ 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。 

①
期末発行済株式数 

(自己株式を含む)
19年９月中間期 121,108,290株 18年９月中間期 121,108,290株 19年３月期 121,108,290株

②期末自己株式数 19年９月中間期 61,243株 18年９月中間期 33,777株 19年３月期 49,652株

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 19年９月中間期 15,105 △6.1 1,045 △19.6 492 △41.9 252 122.5
 18年９月中間期 16,083 2.2 1,300 4.2 846 △10.5 113 △86.0

 19年３月期 32,574 ― 2,653 ― 1,868 ― 563 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭

 19年９月中間期 2 08

 18年９月中間期 0 94

 19年３月期 4 66

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

 19年９月中間期 84,946 27,309 32.1 225 61

 18年９月中間期 84,558 27,001 31.9 223 02

 19年３月期 83,893 27,483 32.8 227 03

(参考) 自己資本 19年９月中間期27,309百万円 18年９月中間期27,001百万円 19年３月期27,483百万円

(％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
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 30,500 △6.4 2,300 △13.3 1,400 △25.1 400 △29.1 3 30
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当中間期の我が国経済は、堅調な民間設備投資に支えられ、緩やかな景気拡大基調で推移しました

が、原油価格の原材料コスト等への波及、不安定な為替相場など、企業を取り巻く事業環境は変化が激

しく、依然厳しいものとなりました。  

 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充実

に努めてまいりました。  

当中間期の連結売上高はほぼ前期並みの水準でしたが、利益面では原材料の高騰等の影響を受けると

ともに、棚卸資産評価損の計上により営業利益・経常利益とも若干の減益となりました。また、中間純

利益についても当中間期より子会社における役員退職慰労引当金を計上したこと等により減益となり、

当中間期では純損失を計上するに至りました。 

 その結果、当中間期の売上高は259億78百万円（前年同期比0.4％減）、営業利益は13億43百万円（同

1.2％減）、経常利益は７億27百万円（同3.7％減）、中間純損失は２億27百万円となりました。 

 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、原材料・燃料価格の高騰が続き、また天候不順の影響等で店頭市況が芳し

くない状況の下、カジュアル向け素材の開発・拡販、生産体制の効率化等の施策を実施しました。しか

しながら、コスト上昇分の価格転嫁は容易には進展せず、あわせて、テキスタイル販売は前期に引き続

き苦戦を強いられたことにより売上高は前年同期を下回りました。一方、利益面では紡績糸の販売、製

品ビジネスが堅調に推移したことおよび前年度に実施しました不採算子会社整理の効果により増益とな

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原燃料高騰の影響を受けて製紙各社のコスト

削減への取り組みが依然厳しいものの、設備更新等に伴う需要もあり、売上高は前年同期並みを確保し

ました。また、フィルタークロスも、製造業各業種のクロス需要が概ね堅調に推移したことから、ほぼ

前年同期並みの売上高を確保しました。 

 以上の結果、繊維事業全体としての売上高は197億57百万円（前年同期比1.5％減）、営業利益は６億

84百万円となりました。 

（機能材事業） 

化成品、電気絶縁材料、プリント配線基板等の機能材事業は概ね堅調に推移し、全体として若干の増

収となりましたが、原材料高騰等により微減益となり、売上高は30億90百万円（前年同期比3.4％

増）、営業利益は１億60百万円となりました。 

（不動産事業） 

賃貸事業の拡充により若干の増収増益となり、売上高は13億40百万円（前年同期比1.0％増）、営業

利益は７億８百万円となりました。 

（その他の事業） 

リネンサプライ、ホームクリーニング、物流倉庫、ゴルフ場事業が堅調に推移し、売上高は17億90百

万円（前年同期比4.6％増）、営業利益は１億68百万円となりました。 
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(2) 財政状態に関する分析 

キャッシュ・フローの状況 

当中間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17億81百万円の増

加、投資活動では17億70百万円の減少、財務活動では８億12百万円の増加となりました。以上の結果、

資金は８億54百万円の増加（前年同期は３億93百万円の増加）となり、中間期末残高は44億38百万円

（同43億52百万円）となりました。 

（営業活動によるキャッシ・フロー） 

当中間期において営業活動による資金は、売掛債権の減少、減価償却費等の内部留保等により17億81

百万円の増加（前年同期は16億円の増加）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期において投資活動による資金は、有形固定資産の取得による支出７億17百万円、投資有価証

券の取得による支出11億52百万円等により17億70百万円の減少（前年同期は17億56百万円の減少）とな

りました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間期において財務活動による資金は、配当金の支払い３億57百万円があったものの、借入及び借

入の返済等により８億12百万円の増加（前年同期は５億52百万円の増加）となりました。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
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／キャッシ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１)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。 

(注２)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注３)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注４)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債（但し

建設協力金を除く）を対象としております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、株主への適正な利益還元を経営の最重要課題と認識し、利益配分に関しましては、連結業績

や今後の事業展開等を総合的に勘案して決定いたしております。 

 なお、当年度の配当につきましては、１株につき３円としたいと考えております。 

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率 20.9 25.6 27.2 27.8 27.2

時価ベースの自己資本比率 14.5 18.7 31.3 21.9 17.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

12.7 8.3 16.7 12.4 9.3

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

2.4 3.7 2.3 2.9 4.4
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２ 企業集団の状況 

 当社の企業集団は、当社、子会社30社及び関連会社２社で構成され、繊維製品の製造・販売他、不動産売

買・賃貸管理、電子機器の製造販売を主な事業内容としております。 

 当社グループ事業に係る主な位置付けは次のとおりであります。 

 なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。 

区分 主要製品 主要な会社

繊 
維 
事 
業

衣料用品 糸、布、ニット、二次製品等

当社、丸ホームテキスタイル㈱、㈱マーメイドニット、
㈱シキボウ江南、 
マーメイドテキスタイルインダストリーインドネシア社、 
上海敷紡服飾有限公司、 
新内外綿㈱他製造販売会社 計12社 
（会社総数 18社）

工業用品
製紙用ドライヤーカンバス、
フィルタークロス等

当社、敷島カンバス㈱、敷島工業織物（無錫）有限公司
（会社総数 ３社）

機能材事業
プリント配線基板、化成品、
複合材料等

当社、シキボウ電子㈱、㈱大和機械製作所、㈱シキボウ堺
（会社総数 ４社）

不動産事業
販売用不動産の売買、 
不動産賃貸等

当社、㈱シキボウサービス、㈱マーメイド広海 
（会社総数 ３社）

その他の事業
ゴルフ場経営、石油製品、 
陶器、リネンサプライ等

㈱シキボウサービス、小田陶器㈱、シキボウリネン㈱、
シキボウ電子㈱、㈱マーメイドスポーツ、 
㈱シキボウ物流センター㈱他 計５社 
（会社総数 10社）
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事業の系統図の概略は次のとおりであります。

当社

㈱マーメイドニット、㈱マーメイドアパレル

新内外綿㈱、㈱ナイガイテキスタイル ﾏｰﾒｲﾄﾞﾃｷｽﾀｲﾙｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｲﾝﾄﾞﾈｼｱ社

ﾏｰﾒｲﾄﾞｶﾞｰﾒﾝﾄｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｲﾝﾄﾞﾈｼｱ社

㈱シキボウ江南 ※1 タイシキボウ社

上海敷紡服飾有限公司

上海敷島家用紡織有限公司

丸ホームテキスタイル㈱、敷島カンバス㈱ 上海敷島福紡織品有限公司

湖州敷島福紡織品有限公司

敷島工業織物(無錫)有限公司

※2 常州恒明錦業染整有限公司

敷紡（香港）有限公司

シキボウ電子㈱、㈱大和機械製作所 敷紡貿易（上海）有限公司

㈱シキボウ堺

㈱シキボウサービス、㈱マーメイド広海

㈱マーメイドスポーツ、小田陶器㈱、㈱回廊工房

シキボウリネン㈱、シキボウ物流センター㈱

㈱シキボウ物流システム、シキボウ電子㈱

Ｊリネンサービス㈱、㈱シキボウサービス

㈱キャリアネット

（注） 無印　連結子会社
　　　※1　関連会社で持分法適用会社
　　　※2　関連会社で持分法非適用会社

タイ

中国

（製造・販売会社）

（製造・販売会社）

（加工会社）

国内、海外ユーザー

（製造・販売会社）

（不動産管理等会社）

（その他の会社）

機
能
材
事
業

不
動
産
事
業

国　　内 海    外

インドネシア

（製造・販売会社）

（製造・販売会社）
繊
　
　
　
　
　
　
維
　
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
　
業

（加工会社）

（販売会社）

（販売会社）
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３ 経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、衣料、寝装品といった生活資材分野から産業用資材、機能材料、ＩＴ・航空宇宙関

連といった産業材分野、不動産・サービス分野に至る幅広い分野で「人と環境に配慮した独自のモノづ

くりとサービス」を行い、常に顧客に質の高い製品・技術・サービスを提供し続けることで、広く社会

に貢献することを経営の基本方針としております。その積み重ねによって企業価値を高め、顧客や株主

を含むすべてのステークホルダーの期待と信頼に継続的に応えてまいりたいと考えております。 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループが現在取り組んでいる３カ年計画においては、計画最終年度の09年３月期の業績目標と

して連結売上高550億円、営業利益45億円、経常利益35億円を掲げ、併せて財務指標として、純資産に

対する有利子負債比率0.99倍、自己資本比率31％、総資本経常利益率3.5％を掲げております。 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、現在、収益の安定、重点分野の拡大・成長、財務健全性の強化を基本方針に据えた

中期経営計画「06－08中期計画」に沿って、中長期的な視野に立った事業運営を行っております。この

３カ年計画をステップとして、さらに高いレベルの収益性を持つ企業を目指していきたいと考えており

ます。  

 当社グループが今後持続的に成長し、企業価値を高めていくためには、一層の「選択と集中」による

事業構造の改革が必要です。収益拡大が期待できる産業資材、機能材料といった産業材分野や一定の利

益貢献が見込まれる不動産・サービス分野の業容拡大を図り、連結売上高に占めるこれらの分野の割合

を50％水準にまで高めたいと考えております。 

(4) 会社の対処すべき課題 

衣料・生活資材分野では、厳しい事業環境を克服すべく、さらなる事業構造の改革に取り組み、収益

体質の強化を図ります。衣料分野においては、高級ゾーンをターゲットに「デュアルアクション」「ロ

イヤルサーラ」といった重点素材の拡販に努め、需要が低迷している寝装分野では、中国のプリント・

縫製子会社を活用した新規商流の構築に注力します。苦戦している一部の連結子会社については、生産

品種・規模の適正化等の施策を講じ、黒字化への道筋が見えてきております。引き続き子会社の経営合

理化を推進し、08年度におけるグループ全社の黒字化を目指します。 

 産業材分野では、業容拡大のための「攻め」の取組みをスタートさせています。産業資材事業では、

中国・無錫市に新たに立ち上げた生産・販売拠点を活用し、中国を中心としたアジア市場の開拓を目指

します。機能材料事業では、航空機部材の生産体制の整備を完了し、量産に向けて動き始めておりま

す。これらの新規事業を軌道に乗せることが当面の重要課題であります。  

 一方、不動産・サービス分野においては、遊休資産活用による不動産賃貸事業を中心に安定収益源の

拡充を図り、利益寄与度を高めてまいります。 
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４ 中間連結財務諸表 

(1) 中間連結貸借対照表 

  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

   現金及び預金 4,765 4,817 3,704

   受取手形及び売掛金 13,956 14,048 14,772

   棚卸資産 9,729 9,450 9,038

   その他 2,902 2,674 2,844

   貸倒引当金 △125 △432 △160

   流動資産合計 31,227 32.4 30,558 31.8 30,198 31.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

   建物及び構築物 19,426 18,922 19,269

   機械装置及び運搬具 4,306 4,577 4,229

   土地 35,169 35,131 35,131

   その他 328 59,232 61.6 749 59,381 61.8 232 58,863 61.8

 ２ 無形固定資産 107 0.1 178 0.2 109 0.1

 ３ 投資その他の資産

   投資有価証券 3,385 4,507 3,400

   その他 2,718 1,686 2,977

   投資損失引当金 △65 △64 △63

   貸倒引当金 △340 5,699 5.9 △128 6,001 6.2 △264 6,049 6.4

   固定資産合計 65,038 67.6 65,562 68.2 65,022 68.3

  資産合計 96,265 100.0 96,121 100.0 95,220 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

   支払手形及び買掛金 7,104 7,025 7,572

   短期借入金 18,064 17,793 18,330

   １年以内に償還期限 
   の到来する社債

689 1,177 749

   賞与引当金 623 657 658

   子会社整理損失 
   引当金

74 12 22

   その他 2,991 3,126 2,735

    流動負債合計 29,547 30.7 29,791 31.0 30,067 31.6

Ⅱ 固定負債

   社債 2,547 2,240 2,442

   長期借入金 11,873 12,014 10,524

   再評価に係る 
   繰延税金負債

8,695 8,682 8,682

   退職給付引当金 2,171 2,480 2,337

   役員退職慰労引当金 33 142 38

   修繕引当金 55 92 73

   預り敷金・保証金 12,785 11,833 11,826

   負ののれん 52 ─ 26

   長期前受賃料 577 533 555

   その他 1,534 1,466 1,492

    固定負債合計 40,325 41.9 39,484 41.1 37,999 39.9

     負債合計 69,873 72.6 69,276 72.1 68,066 71.5

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

   資本金 11,336 11.8 11,336 11.8 11,336 11.9

   資本剰余金 998 1.0 998 1.0 998 1.0

   利益剰余金 2,906 3.0 2,829 3.0 3,486 3.7

   自己株式 △7 △0.0 △12 △0.0 △10 △0.0

   株主資本合計 15,233 15.8 15,151 15.8 15,811 16.6

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

70 0.1 9 0.0 76 0.1

   繰延ヘッジ損益 97 0.1 92 0.1 105 0.1

   土地再評価差額金 11,955 12.4 11,934 12.4 11,934 12.5

   為替換算調整勘定 △1,572 △1.6 △1,045 △1.1 △1,415 △1.5

   評価・換算差額等 
   合計

10,550 11.0 10,990 11.4  10,700 11.2

Ⅲ 少数株主持分 608 0.6 702 0.7 642 0.7

   純資産合計 26,392 27.4 26,844 27.9 27,153 28.5

   負債及び純資産合計 96,265 100.0 96,121 100.0 95,220 100.0
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(2) 中間連結損益計算書 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 26,092 100.0 25,978 100.0 53,035 100.0

Ⅱ 売上原価 21,029 80.6 20,982 80.8 43,059 81.2

   売上総利益 5,062 19.4 4,996 19.2 9,976 18.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,702 14.2 3,652 14.0 7,380 13.9

   営業利益 1,360 5.2 1,343 5.2 2,596 4.9

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 13 16 29

   受取配当金 6 7 13

   技術指導料 9 9 37

   負ののれん償却額 27 26 53

   持分法による 
   投資利益

16 21 39

   雑収入 54 129 0.5 43 124 0.5 142 315 0.6

Ⅴ 営業外費用

   支払利息 444 426 871

   退職給付引当金 
   繰入額

75 80 158

   雑支出 213 733 2.8 233 740 2.9 373 1,403 2.7

   経常利益 756 2.9 727 2.8 1,507 2.8

Ⅵ 特別利益

   固定資産売却益 5 0 6

   投資有価証券売却益 149 20 149

   貸倒引当金戻入額 37 11 116

   その他 11 203 0.8 ─ 32 0.1 13 286 0.6

Ⅶ 特別損失

   固定資産売却損 362 9 370

   固定資産処分損 48 49 75

   子会社整理損失 67 ─ 106

   子会社整理損失 
   引当金繰入額

74 ─ 22

   投資有価証券評価損 ─ 12 1

   構造改善費用 ─ 317 ─

   役員退職慰労引当金 
   繰入額

─ 110 55

   その他 68 623 2.4 1 499 1.9 56 688 1.3

   税金等調整前 
   中間（当期）純利益

336 1.3 260 1.0 1,106 2.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

209 249 395

   法人税等調整額 △67 142 0.5 175 425 1.7 △79 315 0.6

   少数株主利益 40 0.2 62 0.2 76 0.2

   中間(当期)純利益  
   又は中間純損失(△)

154 0.6 △227 △0.9 714 1.3
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

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

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △302 △302

 中間純利益 154 154

 土地再評価差額金取崩額 111 111

 自己株式の取得 △1 △1

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ △36 △1 △37

平成18年９月30日残高(百万円) 11,336 998 2,906 △7 15,233

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

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △302

 中間純利益 154

 土地再評価差額金取崩額 111

 自己株式の取得 △1

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△166 97 △111 △41 △222 42 △179

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△166 97 △111 △41 △222 42 △217

平成18年９月30日残高(百万円) 70 97 11,955 △1,572 10,550 608 26,392

$keiri
-11-

$keiri
シキボウ㈱(3109)　平成20年３月期　中間決算短信



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９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

中間連結会計期間中の変動額

 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

 中間純損失（△） △227 △227

 自己株式の取得 △1 △1

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ △657 △1 △659

平成19年９月30日残高(百万円) 11,336 998 2,829 △12 15,151

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

中間連結会計期間中の変動額

 連結子会社増加に伴う 
 剰余金減少高

△66

 剰余金の配当 △363

 中間純損失（△） △227

 自己株式の取得 △1

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△66 △13 ─ 369 290 60 350

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△66 △13 ─ 369 290 60 △309

平成19年９月30日残高(百万円) 9 92 11,934 △1,045 10,990 702 26,844
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前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

  

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(注) △ 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(注) △ 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) 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18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 税金等調整前中間(当期) 
   純利益

336 260 1,106

 ２ 減価償却費 993 1,044 2,021

 ３ 長期前払費用償却 22 140 41

 ４ 負ののれん償却額 △27 △26 △53

 ５ 退職給付引当金の増減額 
   (△は減少)

△50 131 105

 ６ 役員退職慰労引当金の
   増減額(△は減少)

4 104 9

 ７ 修繕引当金の増減額 
   (△は減少)

18 18 36

 ８ 貸倒引当金の増減額 
   (△は減少)

△55 137 △95

 ９ 賞与引当金の増減額 
   (△は減少)

20 △0 55

 10 投資損失引当金の増減額 
   (△は減少)

─ 1 △2

 11 子会社整理損失引当金の 
   増減額(△は減少)

74 △10 22

 12 受取利息及び受取配当金 △20 △23 △42

 13 支払利息 444 426 871

 14 為替差損益 36 60 38

 15 持分法による投資利益 △16 △21 △39

 16 固定資産売却・処分損益 406 58 439

 17 投資有価証券 
   売却・評価損益

△148 △8 △149

 18 売上債権の増減額 
   (△は増加)

509 744 △333

 19 棚卸資産の増減額 
   (△は増加)

53 △365 788

 20 仕入債務の増減額 
   (△は減少)

△384 △373 △82

 21 その他 △66 153 △1,080

    小計 2,150 2,454 3,656

 22 利息及び配当金の受取額 20 23 78

 23 利息の支払額 △422 △407 △879

 24 法人税等の支払額 △148 △288 △278

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

1,600 1,781 2,576
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前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の 
   取得による支出

△359 △717 △985

 ２ 有形固定資産の 
   売却による収入

221 56 277

 ３ 投資有価証券の 
   取得による支出

△1,018 △1,152 △1,022

 ４ 投資有価証券の 
   売却による収入

193 34 203

 ５ 関係会社出資金の 
   取得による支出

△662 ─ △662

 ６ 貸付けによる支出 △116 ─ △509

 ７ 貸付金の回収による収入 22 15 61

 ８ 定期預金の 
   払出による収入

486 577 719

 ９ 定期預金の 
   預入による支出

△512 △577 △711

 10 その他 △11 △7 △16

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,756 △1,770 △2,645

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額
   (△は減少)

△2,257 △1,287 △1,624

 ２ 長期借入れによる収入 5,700 5,710 7,746

 ３ 長期借入金の 
   返済による支出

△2,850 △3,473 △6,620

 ４ 社債発行による収入 500 600 800

 ５ 社債償還による支出 △232 △374 △576

 ６ 自己株式の 
   取得による支出

△1 △2 △4

 ７ 配当金の支払額 △302 △357 △302

 ８ 少数株主への配当金の
   支払額

△2 △2 △5

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

552 812 △588

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△2 32 25

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額(△は減少)

393 854 △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 
  中間期末(期末)残高

4,352 4,438 3,325
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

最近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における記載から下記変更を除き、重要な変更がな

いため開示を省略している。 

  

(6) 中間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 

(会計処理の変更) 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針第

８号）を適用している。従来の資本

の部の合計に相当する金額は25,686

百万円である。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成している。

─── (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準) 

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)を

適用している。従来の資本の部の合

計に相当する金額は26,405百万円で

ある。 

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成している。

       ─── （役員退職慰労引当金） 

 一部の連結子会社の役員退職慰労

金は、従来より内規に基づく要支給

額を役員退職慰労引当金として計上

してきたが、「租税特別措置法上の

準備金及び特別法上の引当金又は準

備金並びに役員退職慰労引当金等に

関する監査上の取扱い」（日本公認

会計士協会 平成19年４月13日 監

査・保証実務委員会報告第42号）が

公表されたことを契機に、役員に係

る報酬等につき引当計上が必要と考

え、役員退職慰労金を従来支出時の

費用として処理していた連結子会社

についても、当中間連結会計期間よ

り内規に基づく中間連結会計期間末

要支給額を計上する方法に変更し

た。 

 この変更により、当中間連結会計

期間の発生額11百万円は販売費及び

一般管理費へ、過年度分相当額110百

万円は特別損失に計上している。 

 この結果、営業利益及び経常利益

はそれぞれ11百万円減少し、税金等

調整前中間純利益は122百万円減少し

ている。 

 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いる。

      ───
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前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

─── （重要な減価償却資産の減価償却の方
法）

 当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、当中間連結会計

期間より、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更している。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益はそれぞ

れ３百万円減少している。 

 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いる。 

 （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法人

税法改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に

到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計

上している。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益が49百万

円それぞれ減少している。 

 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いる。

───
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(表示方法の変更) 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

(中間連結貸借対照表関係) 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」と掲

記されていたものは、当中間連結会計期間から、「負の

のれん」と表示している。

(中間連結貸借対照表関係) 

 固定負債の「負ののれん」は、のれんの合計額が借方

に転じ、資産の総額の100分の１以下となったため、固

定資産の「無形固定資産」に含めて表示することに変更

した。 

 なお、当中間連結期間末の金額は０百万円である。

(中間連結損益計算書関係) 

 営業外収益の「為替差益」は、為替差額の合計額が為

替差損に転じ、営業外費用の100分の10以下となったた

め、営業外費用の「雑支出」に含めて表示することに変

更した。 

 なお、当中間連結会計期間の金額は43百万円である。 

 特別利益の「投資有価証券売却益」は、その金額が特

別利益の100分の10を超えたため区分掲記することにし

た。 

 なお、前中間連結会計期間は特別利益の「その他」に

10百万円含まれている。 

 特別利益の「貸倒引当金戻入額」は、その金額が特別

利益の100分の10を超えたため区分掲記することにし

た。 

 なお、前中間連結会計期間は特別利益の「その他」に

3百万円含まれている。 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」と掲記されていたものは、当中間連結会計期間か

ら、「負ののれん償却額」と表示している。

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間

から「負ののれん償却額」と表示している。
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項 

(開示の省略) 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事

項については、中間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てい

る。 

  

(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

  

 
  

  

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

繊維事業 
(百万円)

機能材
事業 

(百万円)

不動産
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(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 20,065 2,988 1,326 1,712 26,092 ─ 26,092

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

6 ─ 64 188 258 (258) ─

計 20,072 2,988 1,390 1,900 26,351 (258) 26,092

   営業費用 19,547 2,802 691 1,728 24,769 (37) 24,732

   営業利益 524 185 698 172 1,581 (221) 1,360

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

繊維事業 
(百万円)

機能材
事業 

(百万円)

不動産
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(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 19,757 3,090 1,340 1,790 25,978 ─ 25,978

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1 ─ 62 174 238 (238) ─

計 19,759 3,090 1,402 1,965 26,217 (238) 25,978

   営業費用 19,074 2,929 694 1,797 24,495 138 24,634

   営業利益 684 160 708 168 1,721 (377) 1,343
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(注) １ 事業区分は、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………販売用不動産の売買、不動産賃貸 

 (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

理部門に係る費用の一部である。 

 
４ 役員退職慰労引当金の計上方法の変更 

   「（６）中間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」に記載のとおり、一部の連結子会

社において、役員退職慰労引当金の計上方法を変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比較して、当中間期の営業費用は、繊維事業が１百万円、機能材事業が３百万円、不動産事業が０百万円、

その他の事業が６百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

５ 有形固定資産の減価償却の方法の変更 

 「（６）中間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」に記載のとおり、当社及び国内連

結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間期より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更している。この変更に伴い、従来の方法によった場合

に比較して、当中間期の営業費用は、繊維事業が２百万円、機能材事業が０百万円、不動産事業が０百万

円、その他の事業が０百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

（追加情報） 

 「（６）中間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」に記載のとおり、当社及び国内連

結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間期より、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法の適用により取得価額の５％に達した期の翌期より、取得価額の５％相当額と備忘価格との

差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上している。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比較して、当中間期の営業費用は、繊維事業が28百万円、機能材事業が７百万円、不動産事業が３

百万円、その他の事業が10百万円増加し、営業利益が同額減少している。 

  

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

繊維事業 
(百万円)

機能材
事業 

(百万円)

不動産
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(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 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

前中間連結会計期間 243百万円

当中間連結会計期間 377百万円

前連結会計年度 491百万円
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２ 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自平成18年４月１日 至平成18年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」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いる。 

  

当中間連結会計期間(自平成19年４月１日 至平成19年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」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いる。 

  

前連結会計年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」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いる。 
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３ 海外売上高 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………インドネシア・中国 

(2) その他の地域……アメリカ・サウジアラビア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………インドネシア・中国 

(2) その他の地域……アメリカ・サウジアラビア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 東南アジア………インドネシア・中国 

(2) その他の地域……アメリカ・サウジアラビア 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,796 244 2,040

Ⅱ 連結売上高(百万円) 26,092

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

6.9 0.9 7.8

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 2,349 443 2,792

Ⅱ 連結売上高(百万円) 25,978

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.0 1.7 10.7

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,949 546 4,496

Ⅱ 連結売上高(百万円) 53,035

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

7.5 1.0 8.5
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(１株当たり情報) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 212円96銭 １株当たり純資産額 215円97銭 １株当たり純資産額 219円00銭

１株当たり中間純利益 1円28銭 １株当たり中間純損失 1円88銭 １株当たり当期純利益 5円90銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載をしていない。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、１株当たり

中間純損失が計上されており、潜在

株式が存在しないため記載をしてい

ない。

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載をしていない。

――― １株当たり純資産額の算定上の基礎

純資産の部の合計額

26,844百万円

純資産の部から控除する額

702百万円

(うち、少数株主持分)

(702百万円)

普通株式に係る期末の純資産額

26,142百万円

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数

121,047,047株

１株当たり純資産額の算定上の基礎

純資産の部の合計額

27,153百万円

純資産の部から控除する額

642百万円

(うち、少数株主持分)

(642百万円)

普通株式に係る期末の純資産額

26,511百万円

１株当たり純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数

121,058,638株

算定上の基礎

中間連結損益計算書上の中間純利益

154百万円

普通株式に係る中間純利益

154百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

該当事項はない。

普通株式の期中平均株式数

121,078,524株

 (追加情報) 

 「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号）が平成18年１月

31日付で改正されたことに伴い、当

中間連結会計期間から繰延ヘッジ損

益（税効果調整後）の金額を普通株

式に係る当中間連結会計期間末の純

資産額に含めている。 

 なお、前連結会計年度末において

採用していた方法により算定した当

中間連結会計期間末の１株当たり純

資産額は、212円15銭である。

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎

中間連結損益計算書上の中間純損失

227百万円

普通株式に係る中間純損失

227百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

該当事項はない。

普通株式の期中平均株式数

121,053,187株

１株当たり当期純利益の算定上の基

礎

連結損益計算書上の当期純利益

714百万円

普通株式に係る当期純利益

714百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳

該当事項はない。

普通株式の期中平均株式数

121,072,004株

 (追加情報) 

 「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基

準適用指針第４号)が平成18年１月

31日付で改正されたことに伴い、当

連結会計年度から繰延ヘッジ損益

(税効果調整後)の金額を普通株式に

係る当連結会計年度末の純資産額に

含めている。 

 なお、前連結会計年度末において

採用していた方法により算定した当

連結会計年度末の１株当たり純資産

額は、218円13銭である。
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５ 中間個別財務諸表 

(1) 中間貸借対照表 

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

  現金及び預金 2,302 2,187 1,738

  受取手形 1,907 1,581 1,806

  売掛金 6,764 6,767 7,228

  棚卸資産 6,412 6,237 6,008

  その他 3,794 3,862 3,666

  貸倒引当金 △35 △317 △36

   流動資産合計 21,147 25.0 20,318 23.9 20,412 24.3

Ⅱ 固定資産

  有形固定資産

   建物 15,492 15,097 15,479

   機械装置 1,487 1,414 1,502

   土地 25,518 25,481 25,481

   その他 795 646 636

    有形固定資産計 43,293 51.2 42,640 50.2 43,099 51.4

  無形固定資産 27 0.0 33 0.1 31 0.0

  投資その他の資産

   投資有価証券 2,553 3,660 2,583

   関係会社株式 15,520 14,384 14,353

   長期貸付金 3,183 2,120 2,020

   破産更生債権等 1 128 1

   その他 2,553 2,676 2,544

   投資損失引当金 △3,049 △666 △579

   貸倒引当金 △673 △351 △573

    投資その他の 
    資産計

20,089 23.8 21,954 25.8 20,350 24.3

    固定資産合計 63,411 75.0 64,628 76.1 63,481 75.7

   資産合計 84,558 100.0 84,946 100.0 83,893 100.0
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前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

  支払手形 2,239 1,927 2,156

  買掛金 2,335 2,292 2,648

  短期借入金 13,547 14,110 14,382

  1年以内に償還期限の 
  到来する社債

689 1,177 749

  未払法人税等 36 37 47

  賞与引当金 431 463 469

  子会社整理損失引当金 74 ─ ─

  その他 2,243 2,077 2,051

    流動負債合計 21,596 25.6 22,085 26.0 22,503 26.8

Ⅱ 固定負債

  社債 2,347 2,040 2,242

  長期借入金 10,609 11,208 9,487

  繰延税金負債 15 6 18

  再評価に係る 
  繰延税金負債

7,748 7,735 7,735

  退職給付引当金 1,578 1,889 1,740

  修繕引当金 54 90 72

  預り敷金・保証金 12,760 11,810 11,800

  長期前受賃料 577 533 555

  その他 269 239 254

    固定負債合計 35,959 42.5 35,552 41.9 33,906 40.4

   負債合計 57,556 68.1 57,637 67.9 56,410 67.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

    資本金 11,336 13.4 11,336 13.3 11,336 13.5

    資本剰余金

      資本準備金 977 977 977

       その他資本剰余金 20 20 20

   資本剰余金合計 998 1.2 998 1.2 998 1.2

    利益剰余金

      利益準備金 50 86 50

       その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 3,494 3,818 3,965

   利益剰余金合計 3,544 4.2 3,904 4.6 4,015 4.8

    自己株式 △6 △0.0 △11 △0.0 △9 △0.0

   株主資本合計 15,872 18.8 16,227 19.1 16,340 19.5

Ⅱ 評価・換算差額等

    その他有価証券 
   評価差額金

△4 △0.0 △27 △0.0 20 0.0

    繰延ヘッジ損益 97 0.1 92 0.1 105 0.1

    土地再評価差額金 11,036 13.0 11,015 12.9 11,015 13.2

   評価・換算差額等 
   合計

11,129 13.1 11,081 13.0 11,142 13.3

   純資産合計 27,001 31.9 27,309 32.1 27,483 32.8

   負債及び純資産合計 84,558 100.0 84,946 100.0 83,893 100.0
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(2) 中間損益計算書 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 16,083 100.0 15,105 100.0 32,574 100.0

Ⅱ 売上原価 12,955 80.6 12,202 80.8 26,318 80.8

   売上総利益 3,128 19.4 2,903 19.2 6,256 19.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,827 11.3 1,858 12.3 3,603 11.1

   営業利益 1,300 8.1 1,045 6.9 2,653 8.1

Ⅳ 営業外収益 238 1.5 186 1.2 566 1.7

Ⅴ 営業外費用 692 4.3 739 4.9 1,351 4.1

   経常利益 846 5.3 492 3.2 1,868 5.7

Ⅵ 特別利益 75 0.4 63 0.4 131 0.4

Ⅶ 特別損失 871 5.4 117 0.7 1,516 4.6

   税引前中間（当期） 
   純利益

50 0.3 438 2.9 483 1.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

10 11 21

   法人税等調整額 △73 △62 △0.4 175 186 1.2 △101 △80 △0.2

   中間(当期)純利益 113 0.7 252 1.7 563 1.7
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,336 977 20 998

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注）

 利益準備金の積立（注）

 中間純利益

 土地再評価差額金取崩

  自己株式の取得

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ―

平成18年９月30日残高(百万円) 11,336 977 20 998

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) ― 3,621 3,621 △4 15,951

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △302 △302 △302

 利益準備金の積立（注） 50 △50 ― ―

 中間純利益 113 113 113

 土地再評価差額金取崩 111 111 111

 自己株式の取得 △1 △1

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

50 △127 △77 △1 △79

平成18年９月30日残高(百万円) 50 3,494 3,544 △6 15,872

評価・換算差額等

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

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 98 ― 11,148 11,247 27,199

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当（注） △302

 利益準備金の積立（注） ―

 中間純利益 113

 土地再評価差額金取崩 111

 自己株式の取得 △1

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△103 97 △111 △118 △118

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△103 97 △111 △118 △197

平成18年９月30日残高(百万円) △4 97 11,036 11,129 27,001
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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 11,336 977 20 998

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当

 利益準備金の積立

 中間純利益

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ ─ ─

平成19年９月30日残高(百万円) 11,336 977 20 998

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 50 3,965 4,015 △9 16,340

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △363 △363 △363

 利益準備金の積立 36 △36 ─ ─

 中間純利益 252 252 252

 自己株式の取得 △1 △1

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

36 △147 △111 △1 △113

平成19年９月30日残高(百万円) 86 3,818 3,904 △11 16,227

評価・換算差額等

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

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 20 105 11,015 11,142 27,483

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △363

 利益準備金の積立 ─

 中間純利益 252

 自己株式の取得 △1

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△47 △13 ─ △61 △61

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△47 △13 ─ △61 △174

平成19年９月30日残高(百万円) △27 92 11,015 11,081 27,309
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前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

 
（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 11,336 977 20 998

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注）

 利益準備金の積立（注）

 当期純利益

 土地再評価差額金取崩

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ─ ─ ─ ─

平成19年３月31日残高(百万円) 11,336 977 20 998

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) ― 3,621 3,621 △4 15,951

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 302 △ 302 △ 302

 利益準備金の積立（注） 50 △ 50 ― ―

 当期純利益 563 563 563

 土地再評価差額金取崩 132 132 132

 自己株式の取得 △ 4 △ 4

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) 50 344 394 △ 4 389

平成19年３月31日残高(百万円) 50 3,965 4,015 △ 9 16,340

評価・換算差額等

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

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 98 ― 11,148 11,247 27,199

事業年度中の変動額

 剰余金の配当（注） △ 302

 利益準備金の積立（注） ―

 当期純利益 563

 土地再評価差額金取崩 132

 自己株式の取得 △ 4

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)

△ 78 105 △ 132 △ 105 △ 105

事業年度中の変動額合計(百万円) △ 78 105 △ 132 △ 105 284

平成19年３月31日残高(百万円) 20 105 11,015 11,142 27,483
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１．設備投資額（工事ベース）・減価償却額の推移
（単位：百万円）

設 備 投 資 額
減 価 償 却 額

２．有利子負債の推移
（単位：百万円）

借 入 金
社 債

計

３．従業員数の推移
（人）

連 結
単 体

４．平成２０年３月期の業績予想
（単位：百万円）

合計
売 上 高 52,500
営 業 利 益 2,900
経 常 利 益 1,700
当 期 純 利 益 400

247 625

計 男
1,576 3,767 1,982

計
3,566

19年9月期
837

1,044

24,156

平成１９年９月期　中間決算短信　補足資料（連結・単体共通）

連　　　　結
18年9月期

426
993

19年3月期
175
624

1,190
2,021

28,854
3,191

単　　　　体
18年9月期

151
579

19年3月期
747

1,177

19年9月期

連　　　　結
18年9月期18年9月期 19年3月期

3,036

単　　　　体
19年9月期

29,807
3,417

19年9月期
25,318
3,2173,236

29,938

27,192

19年3月期
23,870
2,991

26,86132,04533,174 33,224 28,535

男 女 計
１８年９月期 １９年３月期 １９年９月期

女男 女
2,197 1,827 4,024 2,191 1,584

378 246 624365 243 608 378

3,800 -600

単　体
連　　　　　　結

繊維事業 機能材事業 不動産事業 その他の事業 消去及び全社

350 -650
30,500 40,000 6,500
2,300 1,400 400 1,400

2,800

1,400
400

$keiri
-30-

$keiri
シキボウ㈱(3109)　平成20年３月期　中間決算短信
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