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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 5,303 ― 711 ― 712 ― 169 ―

20年3月期第2四半期 5,414 △2.9 747 △3.7 793 △1.6 225 △57.0

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2四半期 12.46 ―

20年3月期第2四半期 16.51 ―

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2四半期 27,860 12,619 39.2 800.72
20年3月期 28,229 12,777 39.0 807.94

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,922百万円 20年3月期  11,020百万円

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 ― 6.00 ― 9.00 15.00
21年3月期 ― 7.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 14.00

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  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

通期 11,100 △0.5 1,473 2.8 1,480 △0.1 530 18.3 38.85

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、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。  

(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.その他をご覧ください。  

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
上記の予想は本資料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異なる場合があります。 
なお、業績予想の前提となる条件等については、2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覧ください。 
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）を適用しております。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おります。  

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2四半期  14,000,000株 20年3月期  14,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  359,287株 20年3月期  359,208株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  13,640,753株 20年3月期第2四半期  13,640,962株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油価格や資源価格の高騰などの影響から、企業業
績は総じて伸び悩み個人消費も横ばいと、全体的に低調に推移いたしました。当社グループにおける事業
環境は、原油高による原料高や為替変動による仕入れコストの流動化、またサブプライムローン問題によ
る世界的な金融危機の広がりによる株価下落など、企業収益や賃金・雇用への悪影響から景気の先行き不
透明感が増すなど、個人消費にかげりが見られ引き続き厳しいものとなりました。 
(1) 繊維事業 
繊維事業においては、ギフト市場の繊維品離れが続く中で寝具製品部門の縮小や、売れ筋のブランド商

品の開発に注力するなどの営業戦略を展開しておりますが、市況の冷え込みにより売上は総じて伸びず厳
しい状況となりました。原糸販売は、原糸粗原料の相場の急激な変動により、期初から順調に推移してい
たポリエステル糸・紡績糸は、先安感からの買い控えにより販売量が落込み、レーヨン糸はほぼ計画通り
に推移したものの、減収となりました。麻織物はリネン原料の不作やユーロ高による仕入れコストの上昇
が続き僅かな減収となりました。アパレル関係は法人ユニフォームや百貨店関連、さらにスポーツ関連商
品が堅調に推移して増収となりました。ニット・ウールなどの縫製品関係はメンズカジュアル品に新たな
ブランドライセンスを取得して直接小売店販売を展開いたしましたが、全体の売上が伸びず減収となり、
刺繍レース品は服地・付属品ともに販売数量が伸びず減収となりました。寝装品関係は、毛布事業の販売
不振が響き大幅な減収となりました。 
この結果、繊維事業の売上高は25億45百万円となり、営業損失は89百万円となりました。 
(2) 不動産活用事業 
不動産活用事業においては、昨年11月に増床リニューアルグランドオープンした「イオンモール川口キ

ャラ」の増床効果は、「回遊型ショッピング」ができるというお客様の利便性の向上が高く評価され、シ
ョッピングモール全体の集客能力は拡大、あわせて当社の事業収入が増加してさらに安定した収益基盤を
拡充できました。またゴルフ練習場は、若年層の増加と身近なレジャー志向が進むなど引き続き増収とな
りましたが、自動車学校は、少子化から入校生の減少が響き減収となりました。 
この結果、不動産活用事業の売上高は23億41百万円となり、営業利益は８億８百万円となりました。 
(3) その他の事業 
その他の事業においては、ギフト事業部の慶弔ギフト品販売は、販売エリアの拡大効果により施行件数

の増加や法事拡販につながり増収となりました。自動車板金塗装修理事業は、トヨタ生産方式が定着した
もののネッツトヨタ東埼玉㈱の受注数量が落込み僅かな減収となりました。インテリア施工事業は、建設
業界が総じて低迷する中、一般工事の受注に努めましたが減収となりました。緑化事業は、自動給水プラ
ンターの販売やレンタル事業の拡販が進み増収となりました。 
この結果、その他の事業の売上高は４億16百万円となり、営業損失は８百万円となりました。 
以上の結果、当社グループの売上高は、53億３百万円、営業利益は７億11百万円、経常利益は７億12百

万円となりました。四半期純利益は、投資有価証券評価損３億51百万円などの特別損失を計上したため、
１億69百万円となりました。 

  

総資産は、現金及び預金が増加しましたが、受取手形及び売掛金の回収や有価証券の償還による減少、
及び有形固定資産の減価償却が進んだことにより、前連結会計年度末に比べ３億68百万円減少して278億
60百万円となりました。 
負債は、短期借入金及び長期借入金の返済が進んだことにより、前連結会計年度末に比べ２億９百万円

減少し152億41百万円となりました。また、純資産は四半期純利益の計上による増加はあったものの、そ
の他有価証券評価差額金及び少数株主持分が減少したこと等により前連結会計年度末に比べ１億58百万円
減少し126億19百万円となりました。 

  

金融危機に伴う株価の下落により当社グループが保有する有価証券の評価損を計上することになった結
果、平成20年５月21日の「平成20年３月期決算短信」にて公表しました業績予想を修正しました。 
なお、当該予想に関する詳細は、平成20年11月６日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照下さい。 
  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 
  

①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 
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)を適用しております。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おります。 
②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日

企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下
げの方法)に変更しております。 
この変更に伴う損益に与える影響及びセグメント情報に与える影響は軽微であり、セグメント情報の

影響額の記載を省略しております。 
  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 2,617,618 1,813,809 

受取手形及び売掛金 1,410,432 1,704,658 

有価証券 62,820 361,372 

商品及び製品 853,554 773,800 

仕掛品 38,033 34,760 

原材料及び貯蔵品 20,180 18,777 

その他 199,236 370,607 

貸倒引当金 △16,094 △2,631 

流動資産合計 5,185,780 5,075,155 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 12,875,029 13,286,015 

土地 5,504,477 5,504,766 

その他（純額） 115,977 107,264 

有形固定資産合計 18,495,483 18,898,046 

無形固定資産 76,206 76,399 

投資その他の資産 

投資有価証券 3,637,504 3,730,306 

その他 555,142 460,153 

貸倒引当金 △89,245 △10,778 

投資その他の資産合計 4,103,402 4,179,682 

固定資産合計 22,675,093 23,154,127 

資産合計 27,860,873 28,229,283 
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（単位：千円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 806,098 590,320 

短期借入金 150,000 350,000 

1年内返済予定の長期借入金 210,000 210,000 

未払法人税等 218,104 165,687 

賞与引当金 106,829 103,463 

役員賞与引当金 19,605 38,460 

その他 845,236 823,799 

流動負債合計 2,355,873 2,281,730 

固定負債 

長期借入金 1,750,000 1,855,000 

退職給付引当金 343,293 361,213 

役員退職慰労引当金 157,870 164,080 

長期預り保証金 10,080,303 10,060,498 

その他 554,400 729,001 

固定負債合計 12,885,868 13,169,793 

負債合計 15,241,742 15,451,523 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,402,000 1,402,000 

資本剰余金 868,685 868,685 

利益剰余金 8,795,702 8,745,366 

自己株式 △251,993 △251,947 

株主資本合計 10,814,394 10,764,103 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 130,147 312,324 

繰延ヘッジ損益 △22,104 △55,526 

評価・換算差額等合計 108,043 256,797 

新株予約権 14,469 10,857 

少数株主持分 1,682,223 1,746,000 

純資産合計 12,619,130 12,777,759 

負債純資産合計 27,860,873 28,229,283 

5

サイボー㈱　(3123)　平成21年３月期　第２四半期決算短信



  (2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 5,303,796 

売上原価 3,850,675 

売上総利益 1,453,120 

販売費及び一般管理費 741,899 

営業利益 711,221 

営業外収益 

受取利息 26,997 

受取配当金 35,279 

その他 28,992 

営業外収益合計 91,270 

営業外費用 

支払利息 64,641 

持分法による投資損失 13,812 

その他 11,058 

営業外費用合計 89,513 

経常利益 712,977 

特別利益 

固定資産売却益 1,214 

投資有価証券売却益 45,251 

特別利益合計 46,465 

特別損失 

固定資産除却損 2,865 

投資有価証券評価損 351,435 

貸倒引当金繰入額 86,433 

特別損失合計 440,734 

税金等調整前四半期純利益 318,708 

法人税、住民税及び事業税 223,861 

法人税等調整額 △20,486 

法人税等合計 203,374 

少数株主損失（△） △54,617 

四半期純利益 169,951 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 318,708 

減価償却費 446,895 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 91,930 

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,365 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,855 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,919 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,209 

受取利息及び受取配当金 △62,277 

支払利息 64,641 

持分法による投資損益（△は益） 13,812 

投資有価証券売却損益（△は益） △45,251 

投資有価証券評価損益（△は益） 351,435 

売上債権の増減額（△は増加） 235,937 

たな卸資産の増減額（△は増加） △84,428 

仕入債務の増減額（△は減少） 215,777 

その他 178,806 

小計 1,686,370 

利息及び配当金の受取額 64,950 

利息の支払額 △64,641 

法人税等の支払額 △172,366 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,514,311 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △40,000 

有価証券の売却による収入 350,000 

有形固定資産の取得による支出 △49,083 

有形固定資産の売却による収入 3,012 

投資有価証券の取得による支出 △689,918 

投資有価証券の売却による収入 141,585 

定期預金の増減額（△は増加） 64,640 

貸付金の回収による収入 9,200 

その他 △4,453 

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,016 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 200,000 

短期借入金の返済による支出 △400,000 

長期借入金の返済による支出 △105,000 

配当金の支払額 △119,614 

少数株主への配当金の支払額 △6,184 

その他 △45 

財務活動によるキャッシュ・フロー △430,844 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 868,449 

現金及び現金同等物の期首残高 1,430,002 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,298,452 
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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)を適用しております。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おります。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品又は事業内容 

 
【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当社及び連結子会社は本邦に所在するため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

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

繊維事業 
(千円)

 不動産活用
事業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,545,790 2,341,981 416,023 5,303,796 ― 5,303,796

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 8,391 72,696 81,087 (81,087) ―

計 2,545,790 2,350,372 488,720 5,384,884 (81,087) 5,303,796

営業利益又は営業損失(△) △89,038 808,754 △8,494 711,221 ― 711,221

事業区分 主要製品又は事業内容

繊維事業
レーヨン糸、合繊糸、麻生地、ニット製品、刺繍レース、ユニフォーム、寝
装寝具品、衣料品、販促商品の販売

不動産活用事業 商業施設賃貸業、ゴルフ練習場・自動車教習所の運営、ビルメンテナンス

その他の事業
自動車の板金塗装修理、ギフト商品の販売、インテリア施工、自動車販売代
理店の経営、自動給水植木鉢の販売及びレンタル業

(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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「参考資料」 

(１) 前中間連結損益計算書 

(単位：千円) 

前中間連結会計期間 
（自 平成 19 年４月 １日 

  至 平成 19 年９月 30 日） 科     目 

金 額 

Ⅰ 売上高 5,414,157 

Ⅱ 売上原価 3,938,113 

売上総利益 1,476,044 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 728,553 

営業利益 747,491 
 

Ⅳ 営業外収益 115,485 

１ 受取利息 49,545 

２ 受取配当金 35,853 

３ その他営業外収益 30,086 

Ⅴ 営業外費用 69,973 

１ 支払利息 44,153 

２ 持分法による投資損失 19,315 

３ その他営業外費用 6,504 

経常利益 793,003 
 

Ⅵ 特別利益 46,323 

１ 固定資産売却益 409 

２ 投資有価証券売却益 19,717 

３ 貸倒引当金戻入額 26,196 

Ⅶ 特別損失 210,701 

１ 固定資産除却損 1,512 

２ 投資有価証券評価損 49,800 

３ 役員退職慰労引当金繰入額 159,388 

税金等調整前中間純利益 628,625 

法人税、住民税及び事業税 287,845 

法人税等調整額 50,609 

少数株主利益 65,021 

中間純利益 225,148 
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(２) 前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成 19 年４月 １日 
  至 平成 19 年９月 30 日） 

区     分 金 額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 628,625 

減価償却費 325,964 

貸倒引当金の増減額(△は減少) △37,279 

賞与引当金の増減額(△は減少) 10,099 

役員賞与引当金の増減額(△は減少) △15,170 

退職給付引当金の増減額(△は減少) △82,372 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 158,476 

受取利息及び受取配当金 △85,398 

支払利息 44,153 

持分法による投資損益 19,315 

投資有価証券売却損益 △19,717 

投資有価証券評価損 49,800 

有形固定資産売却損益 △409 

有形固定資産除却損 1,512 

売上債権の増減額(△は増加) 249,459 

たな卸資産の増減額(△は増加) △245,166 

その他流動資産の増減額(△は増加) 35,651 

仕入債務の増減額(△は減少) 51,701 

長期預り保証金の増減額(△は減少) 12,768 

その他 △180,673 

小計 921,341 

利息及び配当金の受取額 88,069 

利息の支払額 △44,153 

法人税等の支払額 △592,145 

営業活動によるキャッシュ・フロー 373,112 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △199,781 

有価証券の売却による収入 99,781 

有形固定資産の取得による支出 △201,016 

有形固定資産の売却による収入 619 

投資有価証券の取得による支出 △594,453 

投資有価証券の売却による収入 489,177 

投資性預金の増減額(△は増加) 84,485 

その他 △47,759 

投資活動によるキャッシュ・フロー △368,948 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 750,000 

短期借入金の返済による支出 △750,000 

配当金の支払額 △79,386 

少数株主への配当金の支払額 △6,184 

自己株式の売却による収入 24,190 

その他 △145 

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,524 

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △57,360 

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 1,595,155 

Ⅶ現金及び現金同等物の中間期末残高 1,537,795 
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（３）セグメント情報 

【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 19 年４月１日  至 平成 19 年９月 30 日) (単位：千円)

 繊維事業 
不動産 
活用事業 

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 2,814,524 2,171,143 428,489 5,414,157 － 5,414,157

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 586 8,293 161,962 170,842 (170,842) －

計 2,815,111 2,179,437 590,451 5,585,000 (170,842) 5,414,157

営業利益又は営業損失(△) △95,854 843,203 13,987 761,335 (13,844) 747,491
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