
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 サカイオーベックス株式会社 上場取引所 東 

コード番号 3408 URL http://www.sakaiovex.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 松木伸太郎

問合せ先責任者 （役職名） 総務部長 （氏名） 塚本博己 TEL 0776-36-5800

四半期報告書提出予定日 平成20年8月13日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 6,048 ― 149 ― 149 ― 44 ―

20年3月期第1四半期 6,120 △3.4 253 14.8 247 33.5 162 11.8

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

21年3月期第1四半期 0.68 ―

20年3月期第1四半期 2.45 ―

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

21年3月期第1四半期 21,737 8,656 39.4 131.47
20年3月期 22,072 8,951 40.1 135.78

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,560百万円 20年3月期  8,841百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 12,000 ― 350 ― 300 ― 250 ― 3.84
通期 25,000 0.5 800 4.6 700 △9.1 500 753.2 7.62

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  無  

(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） 

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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き作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  68,362,587株 20年3月期  68,362,587株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,250,680株 20年3月期  3,248,641株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  65,113,186株 20年3月期第1四半期  66,389,957株
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 892,568 809,410

受取手形及び売掛金 3,447,188 3,657,329

有価証券 998 998

商品 56,309 55,817

製品 777,688 802,293

原材料 345,417 348,323

仕掛品 494,784 464,666

その他 1,030,939 993,876

貸倒引当金 △27,990 △32,306

流動資産合計 7,017,904 7,100,408

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,162,625 4,228,238

機械装置及び運搬具（純額） 2,632,108 2,741,389

土地 2,706,827 2,706,827

その他（純額） 160,684 138,543

有形固定資産合計 9,662,244 9,814,998

無形固定資産   

のれん 3,075 3,280

その他 78,692 79,797

無形固定資産合計 81,767 83,077

投資その他の資産 4,975,824 5,074,426

固定資産合計 14,719,837 14,972,502

資産合計 21,737,742 22,072,910

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,636,167 3,886,522

短期借入金 3,113,828 3,302,984

未払法人税等 37,089 77,338

引当金 124,859 341,071

その他 1,104,982 711,288

流動負債合計 8,016,926 8,319,205

固定負債   

長期借入金 4,402,802 4,271,929

退職給付引当金 284,432 276,374

負ののれん 5,785 6,296

その他 371,621 247,474

固定負債合計 5,064,642 4,802,074
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債合計 13,081,568 13,121,279

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,655,044 4,655,044

資本剰余金 2,037,362 2,037,362

利益剰余金 2,275,402 2,426,314

自己株式 △713,180 △712,910

株主資本合計 8,254,628 8,405,810

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 231,989 229,979

繰延ヘッジ損益 111 △12,167

為替換算調整勘定 73,782 217,476

評価・換算差額等合計 305,882 435,288

少数株主持分 95,662 110,532

純資産合計 8,656,173 8,951,631

負債純資産合計 21,737,742 22,072,910
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 6,048,233

売上原価 5,236,010

売上総利益 812,223

販売費及び一般管理費 662,691

営業利益 149,532

営業外収益  

受取利息 795

受取配当金 16,909

負ののれん償却額 511

持分法による投資利益 4,448

その他 21,724

営業外収益合計 44,389

営業外費用  

支払利息 31,858

その他 13,027

営業外費用合計 44,886

経常利益 149,035

特別利益  

投資有価証券売却益 252

特別利益合計 252

特別損失  

投資有価証券評価損 72,552

その他 5,849

特別損失合計 78,402

税金等調整前四半期純利益 70,885

法人税、住民税及び事業税 30,064

法人税等調整額 11,500

法人税等合計 41,564

少数株主利益 △15,109

四半期純利益 44,429
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 70,885

減価償却費 241,745

のれん償却額 △306

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,735

受取利息及び受取配当金 △17,704

支払利息 31,858

為替差損益（△は益） △210

持分法による投資損益（△は益） △4,448

売上債権の増減額（△は増加） 210,140

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,128

仕入債務の増減額（△は減少） △250,355

その他 127,302

小計 441,770

利息及び配当金の受取額 17,689

利息の支払額 △32,827

法人税等の支払額 △70,313

営業活動によるキャッシュ・フロー 356,318

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 △93,912

投資有価証券の取得による支出 △2,137

投資有価証券の売却による収入 293

その他 △700

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,457

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） △261,000

長期借入れによる収入 717,500

長期借入金の返済による支出 △514,783

自己株式の取得による支出 △270

配当金の支払額 △118,360

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,913

現金及び現金同等物に係る換算差額 210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 83,158

現金及び現金同等物の期首残高 769,378

現金及び現金同等物の四半期末残高 852,537
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