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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 11,696 ― 96 ― 97 ― △527 ―
20年3月期第2四半期 12,479 △2.5 438 0.8 465 15.0 60 △73.5

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 △8.13 ―
20年3月期第2四半期 0.92 ―

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 21,369 7,959 36.8 121.98
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2四半期  7,874百万円 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  有   

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 23,500 △5.5 120 △84.3 80 △89.6 △600 ― △9.25

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2四半期  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2四半期  3,809,388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2四半期  64,875,852株 20年3月期第2四半期  66,008,307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

（1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の金融不安による景気減速が世界全体へ波及する中、原

油・原材料価格の暴騰による製造コスト上昇により企業収益は大幅に悪化し、一方で物価上昇や将来への不安感か

ら個人消費は冷え込むなど、景気の減速感はより一層増してまいりました。

このような経営環境の中、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業況は、景気減速の影響を受け、主力の

染色加工事業、繊維販売事業及び織布事業で大幅な減収を余儀なくされました。さらに加えて、染色加工事業にお

いては特に原油・原材料価格高騰による影響が甚大であり、収益力は大きく低下しました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は11,696百万円、営業利益は96百万円、経常

利益は97百万円、四半期純利益は関係会社事業整理損失502百万円を計上したことなどにより527百万円の損失とな

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。

（染色加工事業）

当事業では、ナイロン織物やニットのスポーツ用途が堅調でしたが、在庫調整によりユニフォーム用途が停滞し、

自動車販売の不振により自動車関連資材用途も減少しました。また、個人消費の落ち込みやトレンドの変化に伴い

婦人衣料用途も低迷したことにより、売上高は6,571百万円となりました。

（繊維販売事業）

当事業では、貼付剤支持体用ニットの本格的量産が始まり、テキスタイルでも膜材など資材用途の拡販が進みま

したが、アパレルにおいて衣料品の消費低迷の影響により減収となった結果、売上高は3,175百万円となりました。

（織布事業）

当事業においては、高密度薄地織物は堅調でしたが、婦人衣料用途の長期低落傾向を止めることはできず、売上

高は590百万円となりました。

（その他の事業）

その他の事業については、電子機器関連で主力の自動車プレス機関連の制御装置が国外向けで堅調であったこと

などにより、売上高は1,359百万円となりました。

（2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は605百万円となり、前連結会計年度末に比べ

163百万円減少しました。

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りです。

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は85百万円の収入となりました。これは、税金等調整前四半期純損失479

百万円、仕入債務の減少380百万円などはあるものの、減価償却費483百万円、売上債権の減少316百万円などによる

ものです。

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は163百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得によ

る支出によるものです。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は86百万円の支出となりました。主な要因は、自己株式の取得による支

出、配当金の支払によるものです。
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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

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ703百万円減少して21,369百万円となりました。

受取手形及び売掛金の減少などにより流動資産は359百万円減少して6,740百万円、固定資産は343百万円減少して

14,629百万円となりました。

負債は、前連結会計年度末に比べ289百万円増加して13,410百万円となりました。支払手形及び買掛金は減少した

ものの、関係会社の事業縮小に伴う事業整理損失引当金の計上等により流動負債は282百万円増加して8,601百万円、

固定負債は7百万円増加して4,809百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ992百万円減少して7,959百万円となりました。これは、株主資本が804百万円

減少し、評価・換算差額等が162百万円減少したことによるものです。

この結果、自己資本比率は36.8％、１株当たり純資産は121円98銭となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成20年10月27日に公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」の平成21年3月期の業績予想から変更ありま

せん。

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

該当事項はありません。

（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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

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。

②たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっていましたが、第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたこと

に伴い、原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しています。

これにより、当第２四半期連結累計期間において特別損失に16百万円を計上し、税金等調整前四半期純損失が

16百万円増加しています。
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③リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年

4月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっていま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。リース取引開始日がリース会計基準適用初

年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理を適用しています。なお、これによる損益に与える影響は、当第２四半期連結累計期間においてはありま

せん。

（追加情報）

④重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更

当社及び連結子会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正に伴い、第１四半期

連結会計期間より、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用しています。これにより、当第２四半期連

結累計期間の営業利益、経常利益は、従来と同一の基準によった場合と比べ、それぞれ17百万円減少し、税金

等調整前四半期純損失は17百万円増加しています。なお、セグメント情報に与える影響については当該箇所に

記載しています。
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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 645,865 809,410

受取手形及び売掛金 3,340,456 3,657,329

有価証券 996 998

商品 52,611 55,817

製品 991,691 802,293

原材料 368,923 348,323

仕掛品 384,635 464,666

その他 984,135 993,876

貸倒引当金 △28,664 △32,306

流動資産合計 6,740,652 7,100,408

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,116,781 4,228,238

機械装置及び運搬具（純額） 2,507,322 2,741,389

土地 2,706,400 2,706,827

その他（純額） 320,404 138,543

有形固定資産合計 9,650,909 9,814,998

無形固定資産   

のれん 2,870 3,280

その他 76,188 79,797

無形固定資産合計 79,058 83,077

投資その他の資産   

出資金 2,242,290 2,211,174

その他 2,794,789 2,985,095

貸倒引当金 △137,926 △121,843

投資その他の資産合計 4,899,152 5,074,426

固定資産合計 14,629,120 14,972,502

資産合計 21,369,772 22,072,910
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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 3,505,622 3,886,522

短期借入金 3,483,311 3,302,984

未払法人税等 88,504 77,338

賞与引当金 297,240 341,071

事業整理損失引当金 502,000 －

その他 724,641 711,288

流動負債合計 8,601,320 8,319,205

固定負債   

長期借入金 4,282,316 4,271,929

退職給付引当金 297,022 276,374

負ののれん 5,274 6,296

その他 224,763 247,474

固定負債合計 4,809,376 4,802,074

負債合計 13,410,696 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 1,703,708 2,426,314

自己株式 △794,753 △712,910

株主資本合計 7,601,361 8,405,810

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 68,103 229,979

繰延ヘッジ損益 △11,704 △12,167

為替換算調整勘定 216,436 217,476

評価・換算差額等合計 272,835 435,288

少数株主持分 84,879 110,532

純資産合計 7,959,076 8,951,631

負債純資産合計 21,369,772 22,072,910
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（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 11,696,653

売上原価 10,292,519

売上総利益 1,404,133

販売費及び一般管理費 1,307,942

営業利益 96,191

営業外収益  

受取利息 2,043

受取配当金 18,668

負ののれん償却額 1,022

持分法による投資利益 34,155

その他 37,908

営業外収益合計 93,798

営業外費用  

支払利息 65,202

その他 27,697

営業外費用合計 92,899

経常利益 97,090

特別利益  

固定資産売却益 33,265

貸倒引当金戻入額 19,276

その他 252

特別利益合計 52,795

特別損失  

事業整理損失引当金繰入額 502,000

その他 126,945

特別損失合計 628,945

税金等調整前四半期純損失（△） △479,059

法人税、住民税及び事業税 75,397

法人税等調整額 △1,767

法人税等合計 73,630

少数株主損失（△） △25,426

四半期純損失（△） △527,263
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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損失（△） △479,059

減価償却費 483,308

のれん償却額 △612

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,441

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 502,000

受取利息及び受取配当金 △20,711

支払利息 65,202

為替差損益（△は益） △72

持分法による投資損益（△は益） △34,155

売上債権の増減額（△は増加） 316,873

たな卸資産の増減額（△は増加） △120,218

仕入債務の増減額（△は減少） △380,900

その他 △149,388

小計 194,705

利息及び配当金の受取額 20,670

利息の支払額 △65,324

法人税等の支払額 △64,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 85,820

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 △195,263

有形固定資産の売却による収入 34,068

投資有価証券の取得による支出 △4,454

投資有価証券の売却による収入 293

その他 1,878

投資活動によるキャッシュ・フロー △163,478

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） 105,000

長期借入れによる収入 1,120,443

長期借入金の返済による支出 △1,034,729

自己株式の取得による支出 △81,843

配当金の支払額 △194,955

財務活動によるキャッシュ・フロー △86,084

現金及び現金同等物に係る換算差額 72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △163,669

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 605,708
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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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．〔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）

染色加工事業
（千円）

繊維販売事業
（千円）

織布事業
（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
6,571,348 3,175,285 590,240 1,359,778 11,696,653 － 11,696,653

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

3,134 21,092 135,748 195,316 355,292 (355,292) －

計 6,574,482 3,196,377 725,989 1,555,095 12,051,945 (355,292) 11,696,653

営業損益 29,686 24,729 △36,001 84,434 102,849 (6,658) 96,191

　（注）１．事業区分の方法は、「日本標準産業分類」を参考に、当社管理上の区分を勘案して区分しています。

２．各事業に属する主要な製品の名称

染色加工事業 製品名 織・編物の染色整理加工品

繊維販売事業 製品名 織・編物、繊維製品、衣料品、生活雑貨品　等

織布事業 製品名 撚糸品及び織・編物の製織品

その他の事業 製品名 ＦＡ関連機器、電子機器基板及び人工魚礁、建設不動産業　等

３．追加情報

【定性的情報・財務諸表等】４．その他（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

方法の変更等（追加情報）④重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更に記載のとおり、当社及び連結子

会社は、減価償却資産の耐用年数等に関する平成20年度法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間よ

り、改正後の法人税法に基づく減価償却方法を適用しています。

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、従来と同一の基準によった場合と比べ「染色加工事

業」で26千円、「織布事業」で6,560千円、「その他の事業」で10,417千円減少しています。

ｂ．〔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）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。
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ｃ．〔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）

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 203,701 634,921 754,161 1,592,783

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 11,696,653

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
1.7 5.4 6.5 13.6

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しています。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。

(1）北米　……米国、カナダ

(2）アジア……香港、シンガポール、中国、韓国、その他の諸国

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

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（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  12,479,171 100.0

Ⅱ　売上原価  10,717,539 85.9

売上総利益  1,761,632 14.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,323,226 10.6

営業利益  438,406 3.5

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 2,457   

２．受取配当金 19,417   

３．受取賃貸料 12,833   

４．負ののれん償却額　 1,808   

５．持分法による投資利益　 35,419   

６．その他　 30,807 102,744 0.8

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 60,834   

２．その他 14,519 75,354 0.6

経常利益  465,796 3.7

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 3,147   

２．その他 89,563 92,711 0.8

Ⅶ　特別損失    

１．たな卸資産評価損 37,388   

２．固定資産売却損 546   

３．固定資産除却損　 14,541   

４．投資有価証券評価損　 11,412   

５．不正関連損失 347,946 411,834 3.3

税金等調整前中間純利益  146,672 1.2

法人税、住民税及び事業税 89,592   

法人税等調整額 3,834 93,426 0.7

少数株主損失  7,563 △0.0

中間純利益  60,809 0.5
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（２）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19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

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 146,672

減価償却費 454,245

のれん償却額 △1,224

持分法による投資利益 △35,419

退職給付引当金の増加額 29,453

賞与引当金の増加額 1,448

貸倒引当金の減少額 △1,671

受取利息及び配当金 △21,875

支払利息 60,834

有形固定資産除却損 14,541

有形固定資産売却益 △3,147

有形固定資産売却損 546

投資有価証券評価損 11,412

売上債権の減少額 55,444

たな卸資産の減少額 355,799

仕入債務の増加額 150,918

長期前払年金費用の増加額 △165,110

その他の増減額 36,450

小計 1,089,319

利息及び配当金の受取額 21,838

利息の支払額 △60,510

法人税等の支払額 △134,262

営業活動によるキャッシュ・フロー 916,384
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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（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △30,044

定期預金の払戻による収入 32,341

有価証券の取得による支出 △996

有価証券の売却による収入 998

投資有価証券の取得による支出 △15,180

有形固定資産の取得による支出 △793,049

有形固定資産の売却による収入 3,397

出資金の取得による支出 △100

出資金の売却による収入 50

投資活動によるキャッシュ・フロー △802,583

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 △475,500

長期借入による収入 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △990,474

配当金の支払額 △196,137

自己株式の取得による支出 △202,354

財務活動によるキャッシュ・フロー △164,465

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △230

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △50,894

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 697,737

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 646,843

 

-13-

サカイオーベックス㈱（3408）　平成21年3月期　第2四半期決算短信



（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）

染色加工事業
（千円）

繊維販売事業
（千円）

織布事業
（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
6,950,235 3,384,692 789,884 1,354,359 12,479,171 － 12,479,171

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

517 15,954 81,140 342,454 440,066 (440,066) －

計 6,950,753 3,400,647 871,024 1,696,813 12,919,238 (440,066) 12,479,171

営業費用 6,616,871 3,383,127 876,844 1,591,003 12,467,847 (427,081) 12,040,765

営業利益 333,881 17,519 △5,819 105,810 451,391 (12,984) 438,406

　（注）１．事業区分の方法は、「日本標準産業分類」を参考に、当社管理上の区分を勘案して区分しています。

２．各事業に属する主要な製品の名称

染色加工事業 製品名 織・編物の染色整理加工品

繊維販売事業 製品名 織・編物、繊維製品、衣料品、生活雑貨品　等

織布事業 製品名 撚糸品及び織・編物の製織品

その他の事業 製品名 ＦＡ関連機器、電子機器基板及び人工魚礁、建設不動産業　等

〔所在地別セグメント情報〕

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）

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

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）

北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 303,855 698,105 674,584 1,676,546

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 12,479,171

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
2.4 5.6 5.4 13.4

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しています。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりです。

(1）北米　……米国、カナダ

(2）アジア……香港、シンガポール、中国、韓国、その他の諸国
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