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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 42,592 △11.8 2,452 9.3 1,397 10.8 351 67.6
21年3月期 48,288 △7.6 2,245 △21.3 1,261 △12.1 209 △59.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 2.90 ― 1.4 1.5 5.8
21年3月期 1.73 ― 0.8 1.3 4.6

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  22百万円 21年3月期  30百万円

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 91,544 26,748 28.2 213.03
21年3月期 94,320 26,374 27.0 210.31

（参考） 自己資本   22年3月期  25,773百万円 21年3月期  25,445百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 3,410 △444 △1,960 4,323
21年3月期 3,731 △5,570 1,940 3,321

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 241 115.5 0.9
22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 241 68.9 0.9

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 2.00 2.00 30.2

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

 

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

21,000 △0.4 1,300 19.6 700 56.8 400 108.4 3.31

通期 43,000 1.0 2,600 6.0 1,500 7.3 800 127.8 6.61
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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） 22年3月期 121,108,290株 21年3月期 121,108,290株

② 期末自己株式数 22年3月期  127,091株 21年3月期  116,656株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 26,267 △11.1 2,299 △2.0 1,143 △13.4 601 296.0
21年3月期 29,537 △5.7 2,345 △4.6 1,320 18.4 151 △63.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 4.98 ―

21年3月期 1.26 ―

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 84,191 27,512 32.7 227.41
21年3月期 86,178 27,102 31.4 224.00

（参考） 自己資本 22年3月期  27,512百万円 21年3月期  27,102百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は３ページ「1.経営成績」をご参照下さい。 

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 
累計期間

12,500 △1.4 1,000 1.2 400 28.6 200 21.6 1.65

通期 25,500 △2.9 2,000 △13.0 800 △30.0 500 △16.9 4.13
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当期の連結売上高は、425億92百万円（前期比11.8%減）、営業利益は24億52百万円（同9.3%増）、経

常利益は13億97百万円（同10.8%増）、当期純利益は３億51百万円（同67.6%増）となりました。 

(繊維事業) 

衣料・生活資材分野では、個人消費は低迷し、また低価格指向が鮮明となったことにより、糸売り・

テキスタイル分野は苦戦を強いられました。 

 一方、製品分野において当社グループは原料から製品までの適地調達・適地生産の一貫体制構築、独

自性のある強い商品作りに邁進することで、従来とは異なる領域にも積極的に展開することにより概ね

順調に推移いたしました。 

 当社は「健康快服」をテーマに独自機能素材開発に傾注してまいりました。特にメディカル（環境衛

生）分野において、抗菌（ノンスタック・ノモス）・抗ウィルス（フルテクト・アルゴン）などの高機

能加工商材がユーザーニーズに合致し好調に推移いたしました。 

 以上の結果、当期の売上高は257億43百万円（前期比12.3%減）、営業利益は６億62百万円（同255.6%

増）となりました。 

(産業材事業)     

製糸用ドライヤーカンバスは、国内製紙業界における大幅減産の長期化、非効率設備の停止及びコス

ト低減への取り組み強化の影響を受けカンバス需要は引き続き低調に推移、加えて抄紙機械設備の更新

に伴う需要もなく、前年比で大幅な減収となりました。また、フィルタークロスも製造業を中心とした

需要量の低下に回復が見られず減収となりました。 

一方、プリント配線基板は回復途上ながら改善いたしました。  

 以上の結果、当期の売上高は114億56百万円（前期比14.1%減）、営業利益は２億60百万円（同66.9%

減）となりました。 

(不動産・サービス事業） 

賃貸事業が堅調に推移したことにより、前期比大幅な増益となりました。 

 結果、不動産・サービス事業全体としての売上高は57億94百万円（前期比4.6%減）、営業利益は19億

62百万円（同9.8%増）となりました。 

（次期の見通し） 

平成21年春先から景気は持ち直しておりますが、今後、設備投資や個人消費に順調に波及していくか

否かによって、'10年度の当社グループの業績は、大きな影響を受けるものと考えております。しかし

ながら、政府による経済政策に支えられた個人消費は、対策終了後の反動も予想され、今後順調に回復

するかは不透明であります。 

このような状況のなか、当社グループは、昨年度よりスタートさせた新中期計画の基本方針である

「事業構造の変革による収益拡大」「顧客対応力強化と技術優位性の確保」の下、計画の達成に向けさ

らなる収益の拡大を目指してまいります。  

以上により、平成22年度の連結業績は、売上高430億円（前期比1.0%増）、営業利益26億円（同6.0%

増）、経常利益15億円（同7.3％増）、当期利益８億円（同127.8%増）を予想しております。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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資産、負債及び純資産の状況 

当期末における総資産の残高は915億44百万円となり、前年度末に比べ27億76百万円の減少となりま

した。これは、営業キャッシュ・フロー等により現金及び預金の増加があったものの、それ以上に売掛

債権、たな卸資産及び減価償却等により固定資産が減少したことによるものであります。 

負債は、647億95百万円となり、前年度末に比べ31億49百万円の減少となりました。これは借入金の

減少、預り保証金の返済に伴う減少及び納税に伴う未払法人税等が減少したことによるものでありま

す。 

純資産は、267億48百万円となり、前年度末に比べ３億73百万円の増加となりました。これは、当期

純利益による株主資本の増加及び評価・換算差額等の増加によるものであります。その結果、自己資本

比率は前年度末に比べ1.2ポイント上昇し、28.2％となりました。 

  

キャッシュ・フローの状況 

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動では34億10百万円の増加、

投資活動では４億44百万円の減少、財務活動では19億60百万円の減少となりました。 

 結果、資金は10億１百万円増加（前期は17百万円増加）となり、期末残高は43億23百万円（前期は33

億21百万円）となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当期において営業活動による資金は、税金等調整前当期純利益、たな卸資産の減少、売上債権の減少

及び減価償却費等内部留保により34億10百万円の増加（前期は37億31百万円の増加）となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当期において投資活動による資金は、有形固定資産の取得による支出等により４億44百万円の減少

（前期は55億70百万円の減少）となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当期において財務活動による資金は、借入金の返済等により19億60百万円の減少（前期は19億40百万

円の増加）となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１)各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。 

(注２)株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(注３)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

(注４)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債 

    （但し建設協力金を除く）を対象としております。 

  

当社は、株主への適正な利益還元を経営の 重要課題と認識し、利益配分に関しましては、連結業績

や今後の事業展開等を総合的に勘案して決定いたしております。 

 なお、当期の配当につきましては、１株につき２円とさせていただく予定であります。次期以降につ

きましても、安定的な配当の継続を基本方針としてまいりたいと存じます。 

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率(%) 27.2 27.8 28.2 27.0 28.2

時価ベースの自己資本比率
(%)

31.3 21.9 14.0 11.2 18.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

16.7 12.4 8.5 9.2 9.8

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

2.3 2.9 4.3 4.6 4.8

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループは、当社、子会社27社及び関連会社１社で構成され、繊維製品の製造販売、工業用品の製

造販売、電子機器の製造販売、不動産の賃貸等を主な事業内容としております。 

当社グループの事業に係る主な位置づけは次のとおりであり、事業区分は事業の種類別セグメントと同

一であります。 

  

繊維事業 

 
  

産業材事業 

 
  

不動産・サービス事業 

 
  

2. 企業集団の状況

事業内容 主要製品等 主要な会社

繊維製品の製造販売
糸、布、ニット、
二次製品等

当社、新内外綿㈱、丸ホームテキスタイル㈱、 
㈱マーメイドニット、㈱シキボウ江南、 
マーメイドテキスタイルインダストリーインドネシア社、 
上海敷紡服飾有限公司、 
上海敷島家用紡織有限公司 他製造販売会社  
                   (会社総数15社)

事業内容 主要製品等 主要な会社

工業用品の製造販売
製紙用ドライヤーカンバ
ス、フィルタークロス等

当社、敷島カンバス㈱、
敷島工業織物（無錫）有限公司 
                   (会社総数３社)

電子機器の製造販売 プリント配線基板等
シキボウ電子㈱
                   (会社総数１社)

産業機械等の製造販売 加工機械
㈱大和機械製作所
                   (会社総数１社)

化成品等の製造販売 食品添加物等
当社、㈱シキボウ堺
                   (会社総数２社)

陶磁器の製造販売 陶磁器
小田陶器㈱
                   (会社総数１社)

事業内容 主要製品等 主要な会社

不動産賃貸等 ―
当社、㈱シキボウサービス、㈱マーメイド広海 
                   (会社総数３社)

ゴルフ場経営 ―
㈱マーメイドスポーツ
                   (会社総数１社)

リネンサプライ業 ―
シキボウリネン㈱、Ｊリネンサービス㈱ 
                   (会社総数２社)

繊維製品の配送・ 
倉庫業務

―
㈱シキボウ物流システム、シキボウ物流センター㈱
                   (会社総数２社)

保険代理業等 ―
㈱シキボウサービス
                   (会社総数１社)

職業紹介事業 ―
㈱キャリアネット
                   (会社総数１社)
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事業の系統図の概略は次のとおりである。

当社

㈱マーメイドニット、㈱マーメイドアパレル

新内外綿㈱、㈱ナイガイテキスタイル ﾏｰﾒｲﾄﾞﾃｷｽﾀｲﾙｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｲﾝﾄﾞﾈｼｱ社

㈱シキボウ江南 ※1 タイシキボウ社

上海敷紡服飾有限公司

上海敷島家用紡織有限公司

丸ホームテキスタイル㈱ 上海敷島福紡織品有限公司

湖州敷島福紡織品有限公司

敷紡（香港）有限公司

敷紡貿易（上海）有限公司

シキボウ電子㈱、㈱大和機械製作所、小田陶器㈱

敷島カンバス㈱

敷島工業織物（無錫）有限公司

㈱シキボウ堺

㈱シキボウサービス、㈱マーメイド広海

㈱マーメイドスポーツ、シキボウリネン㈱、

Ｊリネンサービス㈱、シキボウ物流センター㈱、

㈱シキボウ物流システム、㈱シキボウサービス、

㈱キャリアネット

（注） 無印　連結子会社
　　　※1　関連会社で持分法適用会社
　　

中国

（製造・販売会社）

（製造・販売会社）

（販売会社）

不
動
産
・
サ
ー

ビ
ス
事
業

国内、海外ユーザー

（製造・販売会社）

（不動産管理等会社）

（その他の会社）

産
　
業
　
材
　
事
　
業（加工会社）

（製造・販売会社）

（販売会社） 中国

国　　内 海    外

インドネシア

（製造・販売会社）

（製造・販売会社）
繊
　
　
　
　
　
　
維
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当社グループは、衣料、寝装品といった生活資材分野から産業資材、機能材料、ＩＴ・航空宇宙関連

といった産業材分野、不動産・サービス分野に至る幅広い分野で「人と環境に配慮した独自のモノづく

りとサービス」を行い、常に顧客に質の高い製品・技術・サービスを提供し続けることで、広く社会に

貢献することを経営方針としております。その積み重ねによって企業価値を高め、顧客や株主を含むす

べてのステークホルダーの期待と信頼に継続的に応えてまいりたいと考えております。 

当社グループが現在取り組んでいる３カ年計画「Creative Challenge '11(CC11)」においては、計画

終年度の '12年３月期の業績目標として、連結売上高520億円、営業利益37億円、経常利益26億円を

掲げ、併せて財務指標として、純資産に対する有利子負債比率0.92倍、自己資本比率31％、純資産経常

利益率2.7％を掲げております。  

当社グループは、'09年４月に中期経営計画「Creative Challenge '11(CC11)」をスタートさせまし

た。「事業構造の変革による収益の拡大」と「顧客対応力強化と技術優位性の確保」の２つを基本方針

に据えたこの３カ年計画において、さらに高いレベルの収益性と、継続的な競争優位性を持つ企業を目

指していきたいと考えております。 

各事業分野の中期的課題は次のとおりであります。  

 「繊維事業」は、エンドユーザーに直結した業態へ、原料調達から製品までグローバルなネットワー

クを生かした「made in shikibo」の提案活動を強化するとともに、強みである戦略素材の開発、提案

を軸に、新たな市場としての中国における内販を推進してまいります。新商品、新市場としてメディカ

ル関連商品（フルテクト、アルゴン、ノモス）の販路、生産基盤を国内に限らず海外へと拡げてまいり

ます。  

 「産業材事業」は、成長分野の強化と拡大を推し進めます。従来から進めてまいりました航空材料分

野は、現在、事業が軌道に乗るには至っていない状況ですが、その他に、有望市場である環境対応分野

への事業拡大を進め、航空宇宙分野における複合強化構造材の開発などの事業を強化してまいります。 

 「不動産・サービス事業」は、安定的な収益を見込んでいる分野です。不動産賃貸、物流、リネンサ

プライ、ゴルフ場事業等、それぞれの事業分野において、収益基盤の維持・拡充に向けて引き続き努力

してまいります。  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,669 4,616

受取手形及び売掛金 11,324 10,742

商品及び製品 5,610 4,442

仕掛品 1,601 1,582

原材料及び貯蔵品 1,178 1,076

繰延税金資産 473 383

その他 845 720

貸倒引当金 △128 △102

流動資産合計 24,573 23,460

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 40,878 40,951

減価償却累計額 △23,344 △24,394

建物及び構築物（純額） 17,533 16,557

機械装置及び運搬具 31,517 30,538

減価償却累計額 △28,006 △27,601

機械装置及び運搬具（純額） 3,510 2,936

工具、器具及び備品 1,626 1,564

減価償却累計額 △1,457 △1,452

工具、器具及び備品（純額） 168 112

土地 43,762 43,821

リース資産 1,952 1,881

減価償却累計額 △1,024 △1,255

リース資産（純額） 927 625

建設仮勘定 17 23

有形固定資産合計 65,921 64,076

無形固定資産 164 261

投資その他の資産   

投資有価証券 1,091 1,099

長期貸付金 4 3

繰延税金資産 1,354 1,477

その他 1,594 1,417

投資損失引当金 △24 －

貸倒引当金 △357 △251

投資その他の資産合計 3,661 3,745

固定資産合計 69,746 68,083

資産合計 94,320 91,544
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,472 5,154

短期借入金 18,441 17,864

1年内償還予定の社債 805 876

未払費用 606 542

未払法人税等 908 250

未払消費税等 110 124

賞与引当金 628 574

その他 1,929 1,946

流動負債合計 28,902 27,333

固定負債   

社債 932 1,056

長期借入金 13,995 12,993

繰延税金負債 1,162 1,165

再評価に係る繰延税金負債 8,422 8,422

退職給付引当金 2,867 3,322

役員退職慰労引当金 203 193

修繕引当金 135 159

長期預り敷金保証金 9,981 9,027

長期前受収益 467 423

その他 873 698

固定負債合計 39,042 37,462

負債合計 67,945 64,795

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,336 11,336

資本剰余金 998 998

利益剰余金 3,425 3,588

自己株式 △18 △20

株主資本合計 15,741 15,902

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △94 △53

繰延ヘッジ損益 △28 △7

土地再評価差額金 11,928 11,928

為替換算調整勘定 △2,101 △1,997

評価・換算差額等合計 9,704 9,870

少数株主持分 929 975

純資産合計 26,374 26,748

負債純資産合計 94,320 91,544
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 48,288 42,592

売上原価 39,227 33,940

売上総利益 9,061 8,651

販売費及び一般管理費 6,816 6,198

営業利益 2,245 2,452

営業外収益   

受取利息 29 7

受取配当金 13 10

持分法による投資利益 30 22

技術指導料 － 21

為替差益 43 －

雑収入 136 125

営業外収益合計 253 187

営業外費用   

支払利息 816 714

退職給付費用 150 154

為替差損 － 111

雑支出 270 262

営業外費用合計 1,237 1,242

経常利益 1,261 1,397

特別利益   

固定資産売却益 21 25

貸倒引当金戻入額 － 15

移転補償金 31 －

保険差益 51 －

その他 12 0

特別利益合計 117 41

特別損失   

固定資産処分損 28 45

たな卸資産評価損 43 －

減損損失 41 －

事業構造改善費用 － 185

投資有価証券評価損 97 108

その他 15 18

特別損失合計 225 357

税金等調整前当期純利益 1,153 1,081

法人税、住民税及び事業税 1,080 620

過年度法人税等 － 83

法人税等調整額 △368 △42

法人税等合計 712 661

少数株主利益 231 68

当期純利益 209 351
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 11,336 11,336

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,336 11,336

資本剰余金   

前期末残高 998 998

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 998 998

利益剰余金   

前期末残高 3,575 3,425

当期変動額   

連結範囲の変動 － 54

剰余金の配当 △363 △241

当期純利益 209 351

土地再評価差額金の取崩 3 －

当期変動額合計 △150 163

当期末残高 3,425 3,588

自己株式   

前期末残高 △14 △18

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △2

当期変動額合計 △3 △2

当期末残高 △18 △20

株主資本合計   

前期末残高 15,895 15,741

当期変動額   

連結範囲の変動 － 54

剰余金の配当 △363 △241

当期純利益 209 351

土地再評価差額金の取崩 3 －

自己株式の取得 △3 △2

当期変動額合計 △154 161

当期末残高 15,741 15,902
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △112 △94

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 41

当期変動額合計 17 41

当期末残高 △94 △53

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △111 △28

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 83 20

当期変動額合計 83 20

当期末残高 △28 △7

土地再評価差額金   

前期末残高 11,931 11,928

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 0

当期変動額合計 △2 0

当期末残高 11,928 11,928

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,126 △2,101

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △975 103

当期変動額合計 △975 103

当期末残高 △2,101 △1,997

評価・換算差額等合計   

前期末残高 10,580 9,704

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △876 165

当期変動額合計 △876 165

当期末残高 9,704 9,870

少数株主持分   

前期末残高 724 929

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 205 45

当期変動額合計 205 45

当期末残高 929 975

-13-

シキボウ㈱（3109）平成22年３月期決算短信



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 27,200 26,374

当期変動額   

連結範囲の変動 － 54

剰余金の配当 △363 △241

当期純利益 209 351

土地再評価差額金の取崩 3 －

自己株式の取得 △3 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △671 211

当期変動額合計 △825 373

当期末残高 26,374 26,748
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,153 1,081

減価償却費 2,510 2,352

長期前払費用償却額 22 28

保険差益 △51 －

減損損失 41 0

移転補償金 △31 －

事業構造改善費用 － 161

のれん償却額 28 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 397 453

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 25 △10

修繕引当金の増減額（△は減少） 24 23

貸倒引当金の増減額（△は減少） △35 △133

賞与引当金の増減額（△は減少） △16 △54

受取利息及び受取配当金 △43 △17

支払利息 816 714

関係会社整理損 － 9

為替差損益（△は益） △31 90

持分法による投資損益（△は益） △30 △22

固定資産売却損益（△は益） △12 △17

固定資産処分損益（△は益） 28 33

投資有価証券売却損益（△は益） 0 0

投資有価証券評価損益（△は益） 97 108

売上債権の増減額（△は増加） 2,001 575

たな卸資産の増減額（△は増加） 515 1,310

仕入債務の増減額（△は減少） △1,627 △351

その他 △1,099 △899

小計 4,684 5,440

利息及び配当金の受取額 71 59

利息の支払額 △809 △705

法人税等の支払額 △456 △1,383

保険金の受取額 141 －

移転補償金の受取額 100 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,731 3,410
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △9,573 △519

有形固定資産の売却による収入 35 81

投資有価証券の取得による支出 △9 △255

投資有価証券の売却による収入 2,998 200

投資有価証券の償還による収入 1,000 －

貸付金の回収による収入 0 0

定期預金の払戻による収入 824 790

定期預金の預入による支出 △835 △735

その他 △10 △7

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,570 △444

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） 279 △889

長期借入れによる収入 10,650 5,380

長期借入金の返済による支出 △7,058 △6,069

社債の発行による収入 － 1,100

社債の償還による支出 △1,245 △905

自己株式の取得による支出 △5 △2

配当金の支払額 △360 △240

少数株主への配当金の支払額 △24 △23

その他 △295 △310

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,940 △1,960

現金及び現金同等物に係る換算差額 △84 △3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17 1,001

現金及び現金同等物の期首残高 3,304 3,321

現金及び現金同等物の期末残高 3,321 4,323

-16-

シキボウ㈱（3109）平成22年３月期決算短信



該当事項はありません。 

  

近の有価証券報告書(平成21年６月26日提出)における記載から下記(７)を除き、重要な変更がない

ため開示を省略しております。 

  

①連結の範囲に関する事項の変更 

連結範囲の変更 

連結子会社であったマーメイドガーメントインダストリーインドネシア社は、当連結会計年度に

おいて清算が結了したため、連結の範囲から除外しております。 

変更後の連結子会社数 

27社 

  

②退職給付に係る会計基準 

当連結会計年度から、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その他）」（企業会計基準第

19号 平成20年７月31日）を適用しております。 

 なお、従来の方法による割引率と同一の割引率を使用することとなったため、当連結会計年度の

連結財務諸表に与える影響はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結貸借対照表） 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製

品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」に区分掲記

しております。なお、前連結会計年度の「たな卸資

産」に含まれる「商品及び製品」、「仕掛品」、「原

材料及び貯蔵品」はそれぞれ5,840百万円、1,869百万

円、1,453百万円であります。

(連結貸借対照表） 

        ───

(連結損益計算書)

営業外費用の「退職給付費用」は、その金額が営業

外費用の100分の10を超えたため、区分掲記すること

といたしました。

なお、前連結会計年度は、営業外費用の「雑支出」

に167百万円含まれております。

特別利益の「投資有価証券売却益」は、その金額が

特別利益の100分の10以下となったため、「その他」

に含めて表示することに変更いたしました。

なお、当連結会計年度の金額は、０百万円でありま

す。

特別利益の「貸倒引当金戻入額」は、その金額が特

別利益の100分の10以下となったため、「その他」に

含めて表示することに変更いたしました。

なお、当連結会計年度の金額は、10百万円でありま

す。

特別損失の「投資有価証券評価損」は、その金額が

特別損失の100分の10分を越えたため、区分掲記する

ことといたしました。 

なお、前連結会計年度は、特別損失の「その他」に

14百万円含まれております。

(連結損益計算書)

営業外収益の「技術指導料」は、その金額が営業外

収益の100分の10を超えたため、区分掲記することと

いたしました。

なお、前連結会計年度は、営業外収益の「雑収入」

に21百万円含まれております。

特別利益の「貸倒引当金戻入額」は、その金額が特

別利益の100分の10を超えたため、区分掲記すること

といたしました。

なお、前連結会計年度は、特別利益の「その他」に

10百万円含まれております。

特別損失の「減損損失」は、その金額が特別損失の

100分の10以下となったため、「その他」に含めて表

示することに変更いたしました。

なお、当連結会計年度の金額は、０百万円でありま

す。 
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(開示の省略) 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給

付、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
  

  

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

繊維事業 
(百万円)

産業材事業
(百万円)

不動産・  
サービス事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

29,345 13,342 5,600 48,288 ― 48,288

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2 0 475 479 (479) ―

計 29,348 13,343 6,075 48,767 (479) 48,288

  営業費用 29,161 12,557 4,289 46,008 35 46,043

  営業利益 186 786 1,786 2,759 (514) 2,245

Ⅱ 資産、減価償却費、
    減損損失及び資本的支出

  資産 24,372 18,591 42,751 85,715 8,604 94,320

  減価償却費 660 853 920 2,435 75 2,510

  減損損失 38 2 ─ 41 ─ 41

  資本的支出 305 280 8,752 9,339 14 9,353
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
  

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

(1) 繊維事業………糸、布、ニット、二次製品等 

(2) 産業材事業……製紙用ドライヤーカンバス、フィルタークロス、プリント配線基板、化成品、複合材料等

(3) 不動産・サービス事業…不動産賃貸、リネンサプライ、倉庫業、ゴルフ場の経営等 

３  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等

管理部門に係る費用の一部であります。 

   前連結会計年度    515百万円       当連結会計年度     434百万円 

４  資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預

金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

   前連結会計年度  8,692百万円       当連結会計年度  8,971百万円 

繊維事業 
(百万円)

産業材事業
(百万円)

不動産・  
サービス事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

25,736 11,454 5,401 42,592 ― 42,592

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

7 1 392 401 (401) ―

計 25,743 11,456 5,794 42,994 (401) 42,592

  営業費用 25,081 11,195 3,831 40,108 30 40,139

  営業利益 662 260 1,962 2,885 (432) 2,452

Ⅱ 資産、減価償却費、
    減損損失及び資本的支出

  資産 22,271 18,259 42,067 82,598 8,945 91,544

  減価償却費 650 769 850 2,270 82 2,352

  減損損失 ― 0 ─ 0 ─ 0

  資本的支出 394 164 104 664 12 677
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア……………インドネシア、中国等 

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社 

(百万円)
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

44,934 3,354 48,288 ― 48,288

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

260 2,592 2,852 (2,852) ―

計 45,194 5,947 51,141 (2,852) 48,288

  営業費用 42,740 6,138 48,879 (2,835) 46,043

  営業利益 2,453 △191 2,262 (16) 2,245

Ⅱ 資産 99,847 4,340 104,188 (9,867) 94,320

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社 

(百万円)
連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

39,030 3,561 42,592 ― 42,592

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

275 1,970 2,245 (2,245) ―

計 39,306 5,531 44,838 (2,245) 42,592

  営業費用 36,790 5,606 42,396 (2,257) 40,139

  営業利益 2,515 △74 2,441 11 2,452

Ⅱ 資産 96,854 4,185 101,039 (9,495) 91,544
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  

 
  
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………インドネシア、中国等 

(2) その他の地域……ドバイ・アメリカ、サウジアラビア等 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

３ 海外売上高

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 4,422 950 5,373

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 48,288

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

9.2 2.0 11.1

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,507 927 4,435

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 42,592

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

8.2 2.2 10.4
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

  

   

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 210.31円 １株当たり純資産額 213.03円

 
１株当たり当期純利益金額 1.73円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい
ては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。

 
１株当たり当期純利益金額 2.90円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

項目
前連結会計年度

(平成21年３月31日)
当連結会計年度

(平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 26,374 26,748

普通株式に係る純資産額(百万円) 25,445 25,773

差額の主な内訳(百万円)

 少数株主持分 929 975

普通株式の発行済株式数(株) 121,108,290 121,108,290

普通株式の自己株式数(株) 116,656 127,091

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数(株)

120,991,634 120,981,199

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 209 351

普通株式に係る当期純利益(百万円) 209 351

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 121,012,796 120,985,691
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,727 2,196

受取手形 1,317 1,382

売掛金 5,622 5,201

商品及び製品 4,310 3,379

仕掛品 1,011 977

原材料及び貯蔵品 303 309

前払費用 65 60

繰延税金資産 440 266

未収入金 590 556

関係会社短期貸付金 1,192 1,055

その他 58 65

貸倒引当金 △318 △64

流動資産合計 16,323 15,384

固定資産   

有形固定資産   

建物 28,286 28,302

減価償却累計額 △14,304 △15,043

建物（純額） 13,982 13,258

構築物 1,581 1,581

減価償却累計額 △1,195 △1,260

構築物（純額） 386 320

機械及び装置 15,827 15,196

減価償却累計額 △14,614 △14,241

機械及び装置（純額） 1,212 955

車両運搬具 127 126

減価償却累計額 △113 △116

車両運搬具（純額） 14 9

工具、器具及び備品 893 842

減価償却累計額 △824 △797

工具、器具及び備品（純額） 69 44

土地 34,114 34,174

リース資産 436 436

減価償却累計額 △163 △226

リース資産（純額） 272 209

建設仮勘定 9 12

有形固定資産合計 50,062 48,985

無形固定資産   

ソフトウエア 23 19

リース資産 18 105

その他 20 20

無形固定資産合計 62 144
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 486 478

関係会社株式 13,669 13,660

出資金 23 14

関係会社出資金 1,543 1,512

関係会社長期貸付金 2,188 2,088

破産更生債権等 119 13

長期前払費用 117 129

長期未収入金 598 587

繰延税金資産 1,253 1,340

その他 391 386

投資損失引当金 △342 △320

貸倒引当金 △321 △214

投資その他の資産合計 19,728 19,676

固定資産合計 69,854 68,807

資産合計 86,178 84,191

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,528 1,436

買掛金 2,069 1,797

短期借入金 11,015 10,235

1年内返済予定の長期借入金 4,894 5,389

1年内償還予定の社債 805 776

リース債務 73 88

未払金 137 193

未払費用 234 201

未払法人税等 646 111

未払消費税等 58 63

前受金 171 166

預り金 387 451

1年内返還予定の預り保証金 1,011 1,011

賞与引当金 448 399

その他 47 32

流動負債合計 23,529 22,355

固定負債   

社債 832 1,056

長期借入金 13,584 12,775

リース債務 222 235

再評価に係る繰延税金負債 7,730 7,730

退職給付引当金 2,465 2,861

修繕引当金 132 156

長期預り敷金保証金 9,909 8,956

長期前受収益 467 423

その他 201 129

固定負債合計 35,545 34,324

負債合計 59,075 56,679
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,336 11,336

資本剰余金   

資本準備金 977 977

その他資本剰余金 20 20

資本剰余金合計 998 998

利益剰余金   

利益準備金 122 146

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 3,744 4,080

利益剰余金合計 3,867 4,227

自己株式 △18 △20

株主資本合計 16,183 16,541

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62 △31

繰延ヘッジ損益 △28 △7

土地再評価差額金 11,009 11,009

評価・換算差額等合計 10,918 10,970

純資産合計 27,102 27,512

負債純資産合計 86,178 84,191
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 29,537 26,267

売上原価 23,780 20,805

売上総利益 5,757 5,461

販売費及び一般管理費 3,411 3,161

営業利益 2,345 2,299

営業外収益   

受取利息 68 28

受取配当金 168 172

受取賃貸料 63 57

技術指導料 38 36

雑収入 42 67

営業外収益合計 381 362

営業外費用   

支払利息 716 639

社債利息 24 21

工場休止費用 25 －

出向者人件費 253 352

退職給付費用 146 －

雑支出 240 505

営業外費用合計 1,407 1,519

経常利益 1,320 1,143

特別利益   

固定資産売却益 2 －

投資損失引当金戻入額 45 22

貸倒引当金戻入額 － 12

前期損益修正益 － 72

その他 0 －

特別利益合計 47 107

特別損失   

固定資産処分損 － 32

関係会社株式評価損 701 9

関係会社出資金評価損 － 31

投資有価証券評価損 87 108

貸倒引当金繰入額 24 －

その他 58 5

特別損失合計 871 186

税引前当期純利益 496 1,064

法人税、住民税及び事業税 625 296

過年度法人税等 － 83

法人税等調整額 △281 82

法人税等合計 344 462

当期純利益 151 601
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 11,336 11,336

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,336 11,336

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 977 977

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 977 977

その他資本剰余金   

前期末残高 20 20

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20 20

資本剰余金合計   

前期末残高 998 998

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 998 998

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 86 122

当期変動額   

利益準備金の積立 36 24

当期変動額合計 36 24

当期末残高 122 146

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,989 3,744

当期変動額   

剰余金の配当 △363 △241

利益準備金の積立 △36 △24

当期純利益 151 601

土地再評価差額金の取崩 3 －

当期変動額合計 △244 335

当期末残高 3,744 4,080
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 4,075 3,867

当期変動額   

剰余金の配当 △363 △241

利益準備金の積立 － －

当期純利益 151 601

土地再評価差額金の取崩 3 －

当期変動額合計 △207 359

当期末残高 3,867 4,227

自己株式   

前期末残高 △13 △18

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △2

当期変動額合計 △5 △2

当期末残高 △18 △20

株主資本合計   

前期末残高 16,396 16,183

当期変動額   

剰余金の配当 △363 △241

当期純利益 151 601

土地再評価差額金の取崩 3 －

自己株式の取得 △5 △2

当期変動額合計 △212 357

当期末残高 16,183 16,541

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △84 △62

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22 31

当期変動額合計 22 31

当期末残高 △62 △31

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △108 △28

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 80 20

当期変動額合計 80 20

当期末残高 △28 △7
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

土地再評価差額金   

前期末残高 11,012 11,009

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 －

当期変動額合計 △3 －

当期末残高 11,009 11,009

評価・換算差額等合計   

前期末残高 10,819 10,918

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 99 51

当期変動額合計 99 51

当期末残高 10,918 10,970

純資産合計   

前期末残高 27,215 27,102

当期変動額   

剰余金の配当 △363 △241

当期純利益 151 601

土地再評価差額金の取崩 3 －

自己株式の取得 △5 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 99 51

当期変動額合計 △113 409

当期末残高 27,102 27,512
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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１．役員の異動

(1)退任予定取締役

常務取締役 安
やす

井
い

 哲
てつ

郎
ろう

〔敷島ｶﾝﾊﾞｽ株式会社　取締役会長就任予定、

　引き続き　敷島工業織物(無錫)有限公司　董事長〕

(2)役職・担当変更予定者

　 常務取締役 蔵
く ら

立
たて

 厚
あつ

司
し

〔現 取締役、
産業資材部門長　委嘱、 敷島ｶﾝﾊﾞｽ株式会社　常務取締役〕

２．執行役員の異動

(1)執行役員就任予定者

執行役員 大
おお

森
もり

 良
よし

行
ゆき

〔現 機能材料部門　複合材料部長〕
機能材料部門　複合材料部長　委嘱、
ｼｷﾎﾞｳ電子株式会社　代表取締役社長

(2)退任予定執行役員

執行役員 河
かわ

 合
い

  司
し

 郎
ろう

〔敷島ｶﾝﾊﾞｽ株式会社　顧問就任予定〕

以上

敷島ｶﾝﾊﾞｽ株式会社 代表取締役社長

役員の異動（平成２２年６月２９日付） 
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１．設備投資額（工事ベース）・減価償却額の推移
（単位：百万円）

設 備 投 資 額
減 価 償 却 額

２．有利子負債の推移
（単位：百万円）

借 入 金
社 債

計

３．従業員数の推移
（人）

連 結
単 体

４．平成２３年３月期の業績予想

（２３年３月期第２四半期累計期間） （単位：百万円）

売 上 高
営 業 利 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益

（２３年３月期） （単位：百万円）

売 上 高
営 業 利 益
経 常 利 益
当 期 純 利 益

1,424 3,324
250 623

250

連　　　　結
20年3月期20年3月期 21年3月期

単　　　　体

2,139 1,2702,510

22年3月期
677

2,352

平成２２年３月期　決算短信　補足資料（連結・単体共通）

連　　　　結
20年3月期

1,111
21年3月期

2519,353

単　　　　体
20年3月期

450

32,790

22年3月期
30,857
1,932

21年3月期
8,950
1,428

22年3月期

1,321

22年3月期
28,400
1,832

25,113
2,7822,982

28,579
1,737

21年3月期
29,494
1,637

31,13234,173

32,436

31,562

２１年３月期

27,895

男 女 計計 男男 女 計
２０年３月期

1,380
375 237

30,232

3,265
612

1,885

２２年３月期
女

617 373
1,940 1,551 3,491 1,900

単　体

400
200

365 252

連　　　　　　結

繊維事業 産業材事業
不動産・

合計

12,000
300

12,500
1,000

サービス事業

2,900
-200950

消去及び全社

-2006,300

43,000

繊維事業 産業材事業

21,000
1,300

700
400

2,600
25,500 24,800 13,000
2,000 600 600 1,800

5,600 -400

1,500
500 800
800

連　　　　　　結

-400

単　体
サービス事業

不動産・
消去及び全社 合計
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