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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 4,298 △18.9 820 15.4 907 27.2 450 165.0
21年3月期第2四半期 5,303 ― 711 ― 712 ― 169 ―

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

22年3月期第2四半期 33.01 33.01
21年3月期第2四半期 12.46 ―

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

22年3月期第2四半期 28,042 13,211 40.6 834.68
21年3月期 27,326 12,724 40.2 805.76

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  11,385百万円 21年3月期  10,991百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00
22年3月期 ― 7.00

22年3月期 
（予想）

― 7.00 14.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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 8,651 △18.0 1,476 5.9 1,531 12.6 742 95.8 54.40
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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) 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、4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） 

(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、3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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 14,000,000株 21年3月期  14,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  359,287株 21年3月期  359,287株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 13,640,713株 21年3月期第2四半期 13,640,753株
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当第２四半期におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界的金融危機による輸出や生産の落ち込みは一部
に回復の兆しが伝えられるものの、設備投資の凍結や生産調整など企業業績は総じて低調に推移し、雇用
の悪化や個人消費が冷え込むなど、全体的に大変厳しい状況で推移いたしました。当社グループにおける
事業環境は引続き厳しく、特に繊維事業にとっては想定以上の厳しい状況になりました。 
(1) 繊維事業 
繊維事業においては、消費者の節約ムードの高まりから繊維品離れが続いており、回復見通しの立ちに

くい寝装品部門の一部廃止や縮小を実施し業績の改善をはかりました。一方売れ筋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、景気の冷え込みにより売上は大きく減少して引続き厳し
い状況となりました。原糸販売は、北陸地方などの自動車を中心とした産業用資材関連企業の不況の影響
を受けて販売量が大きく減少、販売単価も下落傾向が続いて大幅な減収となりました。また高級品である
麻織物も消費者の低価格品志向による高級ブランド品離れが見られ低調に推移いたしました。アパレル関
係は、スポーツ関連商品や法人ユニフォームが堅調に推移したものの、百貨店関連商品やＳＰ商品が前年
どおりに受注できず大幅な減収となりました。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し、一部の大手百貨店や地方の百貨店での
販売が始まり良い評価を得て増収となりました。刺繍レース品を扱う栃木サイボー㈱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、アクリル毛布事業を廃止して部門を縮小した結
果大幅な減収となりました。 
この結果、繊維事業の売上高は15億52百万円(前年同期比39.0％減)となり、営業損失は前年同期に比べ

僅かに改善し88百万円となりました。 
(2) 不動産活用事業 
不動産活用事業においては、大型商業施設の「イオンモール川口キャラ」は増床後の「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ております。一方の「イオンモール川口グリ
ーンシティ」は施設の補修などを鋭意進めて集客力を高め、この二つの大型商業施設を中心に当社の不動
産事業がさらに安定した収益基盤になるよう注力いたしております。また埼玉興業㈱の「川口自動車学
校」は少子化による18歳人口の減少などにより入校者数が伸びずに減収、「川口・黒浜・騎西の各グリー
ンゴルフ」練習場は、若手プロゴルファー人気が追い風になり若年層の増加と身近なレジャー志向が進む
など引続き増収となりました。 
この結果、不動産活用事業の売上高は23億34百万円(前年同期比0.3％減)となり、営業利益は前年同期

に比べ１億５百万円増加して９億14百万円(前年同期比13.0％増)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、不況による消費者の生活防衛意識が強

まり返礼品施行件数は伸び悩んだものの拡販営業により法事件数は増加、あわせて販売単価の上昇を推進
した結果増収となりました。自動車板金塗装修理事業は、トヨタ生産方式の定着と営業活動によるネッツ
トヨタ東埼玉㈱との連携強化により増収となりました。インテリア施工事業の神根サイボー㈱は、一般先
工事の受注に努めましたが、大型工事の受注が減少し減収となりました。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を推進したものの減収となりました。 
この結果、その他の事業の売上高は４億11百万円(前年同期比1.1％減)となり、営業利益は前年同期に

比べ31百万円増加し、23百万円となりました。 
以上の結果、当社グループの第２四半期の売上高は、42億98百万円(前年同期比18.9％減)、経常利益は

９億７百万円(前年同期比27.2％増)となりました。四半期純利益につきましては、特別損失の大幅な減少
により、前年同期に比べ２億80百万円増加して４億50百万円(前年同期比165.0％増)となりました。 

  

総資産は、受取手形及び売掛金の減少及び有形固定資産の減価償却が進んだことによる減少はあったも
のの、現金及び預金や投資有価証券の増加により、前連結会計年度末に比べ７億15百万円増加して280億
42百万円となりました。 
負債は、長期借入金の返済による減少があるものの、短期借入金の増加等により前連結会計年度末に比

べ２億28百万円増加し148億30百万円となりました。また、純資産は四半期純利益の計上及び少数株主持
分の増加により、前連結会計年度末に比べ４億86百万円増加し132億11百万円となりました。 

  

業績予想につきましては、今後の見通しを勘案し、平成21年５月19日発表の予想数値を修正いたしまし
た。詳細につきましては、平成21年11月５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
ご覧ください。 
なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、需要動向や経済環境など様々な要因

の変化により、実際の業績がこれらの見通しとは異なる結果となることもあり得ますので、ご承知おきい
ただきますようお願い致します。 

  

【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。 
  

該当事項はありません。 
  

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)

(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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,187,944 2,921,736

受取手形及び売掛金 785,267 1,191,373

有価証券 316,948 206,610

商品及び製品 478,956 532,584

仕掛品 28,067 22,042

原材料及び貯蔵品 46,906 43,967

その他 250,077 351,678

貸倒引当金 △8,555 △19,067

流動資産合計 6,085,613 5,250,926

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,269,609 12,515,069

土地 5,608,798 5,572,728

その他（純額） 140,365 151,267

有形固定資産合計 18,018,773 18,239,065

無形固定資産 275,819 296,303

投資その他の資産   

投資有価証券 3,179,069 2,973,978

その他 511,280 643,183

貸倒引当金 △28,278 △76,817

投資その他の資産合計 3,662,071 3,540,345

固定資産合計 21,956,665 22,075,714

資産合計 28,042,278 27,326,640
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 444,428 483,158

短期借入金 350,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 210,000 210,000

未払法人税等 323,240 163,729

賞与引当金 96,319 111,721

役員賞与引当金 19,035 39,210

その他 733,747 775,848

流動負債合計 2,176,771 1,833,667

固定負債   

長期借入金 1,540,000 1,645,000

退職給付引当金 313,301 315,081

役員退職慰労引当金 158,348 163,259

長期預り保証金 9,860,350 9,836,416

その他 781,787 808,296

固定負債合計 12,653,787 12,768,054

負債合計 14,830,558 14,601,722

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 9,269,690 8,912,417

自己株式 △251,993 △251,993

株主資本合計 11,288,381 10,931,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 141,676 94,497

繰延ヘッジ損益 △44,429 △34,409

評価・換算差額等合計 97,246 60,087

新株予約権 19,324 17,273

少数株主持分 1,806,767 1,716,449

純資産合計 13,211,719 12,724,918

負債純資産合計 28,042,278 27,326,640
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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)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,303,796 4,298,751

売上原価 3,850,675 2,704,258

売上総利益 1,453,120 1,594,493

販売費及び一般管理費 741,899 773,720

営業利益 711,221 820,773

営業外収益   

受取利息 26,997 15,391

受取配当金 35,279 20,899

持分法による投資利益 － 32,600

有価証券運用益 － 81,000

その他 28,992 25,896

営業外収益合計 91,270 175,787

営業外費用   

支払利息 64,641 64,805

持分法による投資損失 13,812 －

デリバティブ評価損 － 20,881

その他 11,058 3,649

営業外費用合計 89,513 89,336

経常利益 712,977 907,223

特別利益   

固定資産売却益 1,214 32,992

投資有価証券売却益 45,251 9,827

貸倒引当金戻入額 － 10,355

特別利益合計 46,465 53,175

特別損失   

固定資産除却損 2,865 37,886

固定資産売却損 － 653

投資有価証券評価損 351,435 －

投資有価証券売却損 － 1,839

貸倒引当金繰入額 86,433 －

特別損失合計 440,734 40,379

税金等調整前四半期純利益 318,708 920,020

法人税、住民税及び事業税 223,861 323,359

法人税等調整額 △20,486 53,611

法人税等合計 203,374 376,971

少数株主利益又は少数株主損失（△） △54,617 92,742

四半期純利益 169,951 450,305
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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)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 318,708 920,020

減価償却費 446,895 446,975

貸倒引当金の増減額（△は減少） 91,930 △59,050

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,365 △15,401

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,855 △20,175

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,919 △1,780

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,209 △4,910

受取利息及び受取配当金 △62,277 △36,291

支払利息 64,641 64,805

持分法による投資損益（△は益） 13,812 △32,600

有価証券運用損益（△は益） － △81,000

投資有価証券売却損益（△は益） △45,251 △7,987

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） 235,937 454,801

たな卸資産の増減額（△は増加） △84,428 44,664

仕入債務の増減額（△は減少） 215,777 △38,729

その他 178,806 61,578

小計 1,686,370 1,694,917

利息及び配当金の受取額 64,950 39,033

利息の支払額 △64,641 △64,461

法人税等の支払額 △172,366 △164,068

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,514,311 1,505,421

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 40,000

有形固定資産の取得による支出 △49,083 △195,406

有形固定資産の売却による収入 3,012 36,011

投資有価証券の取得による支出 △689,918 △222,137

投資有価証券の売却による収入 141,585 66,415

定期預金の増減額（△は増加） 64,640 55,507

貸付金の回収による収入 9,200 6,000

その他 △4,453 △35,534

投資活動によるキャッシュ・フロー △215,016 △249,144
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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 200,000 700,000

短期借入金の返済による支出 △400,000 △400,000

長期借入金の返済による支出 △105,000 △105,000

配当金の支払額 △119,614 △93,033

少数株主への配当金の支払額 △6,184 △6,184

その他 △45 △30,343

財務活動によるキャッシュ・フロー △430,844 65,438

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 1,321,715

現金及び現金同等物の期首残高 1,430,002 2,452,392

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,298,452 3,774,107

9

サイボー㈱（3123） 平成22年３月期 第２四半期決算短信



該当事項はありません。 

  

前第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) 

   
当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １ 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 

 
  

前第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)及び当第２四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

  

前第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)及び当第２四半期連結累

計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21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

【事業の種類別セグメント情報】

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

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

1,552,670 2,334,465 411,615 4,298,751 ─ 4,298,751

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ 8,441 201,690 210,131 (210,131) ─

計 1,552,670 2,342,906 613,306 4,508,883 (210,131) 4,298,751

営業利益又は営業損失(△) △88,854 914,134 23,123 848,404 (27,631) 820,773

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、自動給水植木
鉢の販売及びレンタル業

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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