
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 サイボー株式会社 上場取引所 東 

コード番号 3123 URL http://www.saibo.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 飯塚 剛司

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 藤井 孝男 TEL 048-267-5151

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 8,174 ― 1,078 ― 985 ― 224 ―

20年3月期第3四半期 8,428 △4.3 1,160 △6.0 1,209 △2.8 392 △45.6

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3四半期 16.46 ―

20年3月期第3四半期 28.79 ―

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3四半期 27,197 12,540 39.7 792.29
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3四半期  10,807百万円 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3四半期  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3四半期  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3四半期  13,640,739株 20年3月期第3四半期  13,640,914株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融危機による影響が実体経済に波及し、
米国や欧州各国の急激な景気悪化や中国の景気鈍化が鮮明化するなどの影響から、輸出企業を中心に業績
は急速に悪化、国内外の減産や雇用調整が相次ぎ、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、原材料や為替の急激な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、企業業績の悪化と雇用や個人消費のかげりがさらに深まり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、繊維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、期初から順調に推移していたポリエステル糸・レーヨン糸・紡
績糸は、原料相場の急激な変動による先安感からの買い控えや自動車産業の減産により、販売量が落込み
減収となりました。麻織物は、リネン原料や為替の問題に加え、景気の急激な冷え込みによる高級品の販
売不振が続き大幅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金融機関のレディスユニフ
ォーム、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。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
減収となりました。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40億30百万円となり営業損失は94百万円となりました。 
(2) 不動産活用事業 
不動産活用事業においては、平成19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35億23百万円となり、営業利益は11億82百万円となりました。 
(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加え取扱商品

の見直し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、ネッツトヨタ東埼玉㈱の受注数量を確保して僅かな増収となりました。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６億19百万円となり営業損失は７百万となりました。 
以上の結果、当社グループの売上高は、81億74百万円、営業利益は10億78百万円、経常利益は９億85百

万円となりました。四半期純利益につきましては、投資有価証券評価損４億74百万円、貸倒引当金繰入額
２億41百万円などの特別損失を計上したため、２億24百万円となりました。 

  

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、投資有価証券の時価が下落し
た影響による減少、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10億31百
万円減少して271億97百万円となりました。 
負債は、短期借入金、長期借入金及び建設協力金の返済が進んだことにより、前連結会計年度末に比べ

７億93百万円減少し146億57百万円となりました。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
２億37百万円減少し125億40百万円となりました。 

  

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。 
  

①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、低価法から原価法(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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,993,039 1,813,809

受取手形及び売掛金 1,612,279 1,704,658

有価証券 336,202 361,372

商品及び製品 704,208 773,800

仕掛品 28,491 34,760

原材料及び貯蔵品 58,862 18,777

その他 266,397 370,607

貸倒引当金 △14,730 △2,631

流動資産合計 4,984,749 5,075,155

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,669,090 13,286,015

土地 5,572,728 5,504,766

その他（純額） 116,660 107,264

有形固定資産合計 18,358,479 18,898,046

無形固定資産 73,610 76,399

投資その他の資産   

投資有価証券 3,116,313 3,730,306

その他 918,954 460,153

貸倒引当金 △254,227 △10,778

投資その他の資産合計 3,781,040 4,179,682

固定資産合計 22,213,131 23,154,127

資産合計 27,197,880 28,229,283

サイボー㈱　(3123)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

4



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 660,982 590,320

短期借入金 50,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 210,000 210,000

未払法人税等 87,231 165,687

賞与引当金 48,458 103,463

役員賞与引当金 29,407 38,460

その他 951,831 823,799

流動負債合計 2,037,910 2,281,730

固定負債   

長期借入金 1,697,500 1,855,000

退職給付引当金 334,779 361,213

役員退職慰労引当金 160,587 164,080

長期預り保証金 9,825,492 10,060,498

その他 601,443 729,001

固定負債合計 12,619,802 13,169,793

負債合計 14,657,713 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 8,757,306 8,745,366

自己株式 △251,993 △251,947

株主資本合計 10,775,997 10,764,103

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 85,318 312,324

繰延ヘッジ損益 △53,888 △55,526

評価・換算差額等合計 31,430 256,797

新株予約権 15,871 10,857

少数株主持分 1,716,867 1,746,000

純資産合計 12,540,167 12,777,759

負債純資産合計 27,197,880 28,229,283
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,174,041

売上原価 5,896,399

売上総利益 2,277,641

販売費及び一般管理費 1,199,333

営業利益 1,078,308

営業外収益  

受取利息 28,454

受取配当金 41,431

その他 25,475

営業外収益合計 95,362

営業外費用  

支払利息 96,178

持分法による投資損失 50,563

その他 41,612

営業外費用合計 188,354

経常利益 985,316

特別利益  

固定資産売却益 1,616

投資有価証券売却益 45,251

特別利益合計 46,868

特別損失  

固定資産除却損 14,890

投資有価証券評価損 474,463

貸倒引当金繰入額 241,641

特別損失合計 730,995

税金等調整前四半期純利益 301,188

法人税、住民税及び事業税 305,315

法人税等調整額 △206,746

法人税等合計 98,569

少数株主損失（△） △21,968

四半期純利益 224,588
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 301,188

減価償却費 675,260

貸倒引当金の増減額（△は減少） 255,548

賞与引当金の増減額（△は減少） △55,005

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,052

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,434

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,492

受取利息及び受取配当金 △69,886

支払利息 96,178

持分法による投資損益（△は益） 50,563

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） 474,463

売上債権の増減額（△は増加） 34,090

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,776

仕入債務の増減額（△は減少） 70,661

その他 16,977

小計 1,801,587

利息及び配当金の受取額 72,556

利息の支払額 △96,178

法人税等の支払額 △387,344

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,390,621

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 △142,404

有形固定資産の売却による収入 3,965

投資有価証券の取得による支出 △846,206

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） 22,579

貸付金の回収による収入 12,600

その他 △14,552

投資活動によるキャッシュ・フロー △512,434
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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 250,000

短期借入金の返済による支出 △550,000

長期借入金の返済による支出 △157,500

配当金の支払額 △212,648

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 △676,378

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） 201,809

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 1,631,811
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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

4,030,221 3,523,920 619,899 8,174,041 ― 8,174,041

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 12,586 167,386 179,972 (179,972) ―

計 4,030,221 3,536,506 787,285 8,354,014 (179,972) 8,174,041

営業利益又は営業損失(△) △94,286 1,182,136 △7,763 1,080,085 (1,777) 1,078,308

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) 前四半期連結損益計算書 

(単位：千円) 

前四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日） 科     目 

金 額 

Ⅰ 売上高 8,428,280 

Ⅱ 売上原価 6,144,920 

売上総利益 2,283,360 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,122,454 

営業利益 1,160,906 
 

Ⅳ 営業外収益 149,189 

１ 受取利息及び配当金 100,240 

２ その他営業外収益 48,948 

Ⅴ 営業外費用 100,580 

１ 支払利息 66,154 

２ 持分法による投資損失 24,045 

３ その他営業外費用 10,380 

経常利益 1,209,515 
 

Ⅵ 特別利益 52,751 

１ 固定資産売却益 409 

２ 投資有価証券売却益 27,670 

３ 貸倒引当金戻入額 24,671 

Ⅶ 特別損失 299,833 

１ 固定資産除却損 84,644 

２ 投資有価証券評価損 55,800 

３ 役員退職慰労引当金繰入額 159,388 

税金等調整前四半期純利益 962,432 

法人税、住民税及び事業税 378,485 

法人税等調整額 99,901 

少数株主利益 91,368 

四半期純利益 392,676 

 

サイボー㈱　(3123)　平成21年３月期　第３四半期決算短信

10



 

(２) 前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 
前四半期連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区     分 金 額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 962,432 

減価償却費 536,822 

持分法による投資損失 24,045 

売上債権の減少額 109,776 

たな卸資産の増加額 △119,236 

仕入債務の減少額 △59,434 

長期預り保証金の減少額 △243,272 

その他 △37,788 

小計 1,173,344 

法人税等の支払額 △932,905 

その他 36,756 

営業活動によるキャッシュ・フロー 277,195 

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 △159,137 

有形固定資産の売却による収入 642 

投資有価証券の取得による支出 △717,342 

投資有価証券の売却による収入 535,846 

その他 △51,795 

投資活動によるキャッシュ・フロー △491,786 

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 950,000 

短期借入金の返済による支出 △950,000 

配当金の支払額 △159,130 

その他 17,803 

財務活動によるキャッシュ・フロー △141,326 

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 △355,917 

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四半期末残高 1,239,238 
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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】 

前四半期連結会計期間(自 平成 19 年４月１日  至 平成 19 年 12 月 31 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 4,452,918 3,313,840 661,521 8,428,280 － 8,428,280

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 586 12,489 195,725 208,801 (208,801) －

計 4,453,505 3,326,329 857,247 8,637,082 (208,801) 8,428,280

営業利益又は営業損失(△) △83,264 1,249,128 10,288 1,176,152 (15,246) 1,160,906
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