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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (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 ％

23年３月期第２四半期 21,196 0.5 1,042 △4.1 421 △5.5 △356   ―

22年３月期第２四半期 21,093 △17.2 1,086 △19.3 446 △54.6 191 △34.1

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

23年３月期第２四半期 △2 94    ― ―

22年３月期第２四半期  1 59    ― ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第２四半期 91,290 26,178 27.6 208 17

22年３月期 91,544 26,748 28.2 213 03

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 25,184百万円 22年３月期 25,773百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年３月期    ― ―     0 00   ― ―     2 00    2 00

23年３月期   ― ―     0 00

23年３月期(予想)   ― ― 0.00～2.00 0.00～2.00

3. 平成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

通期 43,000 1.0 2,300 △6.2 1,200 △14.1 0 ― 0 00



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

・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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信【添付資料】 ３ページ「１．（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. その他（詳細は、【添付資料】４ページ 「２．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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)  23年3月期2Ｑ 121,108,290株  22年3月期 121,108,290株

② 期末自己株式数  23年3月期2Ｑ 128,865株  22年3月期 127,091株

③ 期中平均株式数（四半期累計）  23年3月期2Ｑ 120,980,469株  22年3月期2Ｑ 120,988,758株

(※四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示)

(※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項)
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当第２四半期累計期間の連結売上高は211億96百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益は10億42百万円

（同比4.1％減）、経常利益は４億21百万円（同比5.5％減）、四半期純損失は３億56百万円（前年同期

四半期純利益１億91百万円）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

  

（繊維事業） 

当第２四半期累計期間は、企業収益の回復により景況感の改善も一部に見られましたが、デフレの進行

や厳しい雇用・所得環境が依然と続く状況下、個人消費は低調に推移致しました。 

このような状況下、繊維事業では、ユニフォームテキスタイル分野においてはアパレルの旺盛な備蓄需

要から比較的堅調に推移致しましたが、主力のテキスタイル・製品分野においては、消費者の節約マイン

ドは依然として強く、店頭での低価格品志向が継続した影響もあり苦戦致しました。また、昨年度好調で

ありましたメディカル（環境衛生）分野も低調に推移致しました結果、減収減益となりました。 

以上の結果、繊維事業全体としての売上高は120億21百万円となり、営業損失は68百万円となりまし

た。 

  

（産業材事業） 

産業資材分野では、製紙用ドライヤーカンバスは、国内製紙会社においては依然減産が継続されてお

り、カンバス需要は低レベルで推移致しましたが、一部で減産緩和の動きも見られ、僅かながら増収増益

となりました。フィルタークロスは、国内製造業の生産活動が上昇に転じましたことからクロス需要が回

復し、増収増益となりました。 

機能材料分野では、化成品事業はアジア経済の回復によります化学品の輸出、猛暑による食品添加物の

出荷が増加致しました。ＦＲＰ関連の複合材料事業も順調に推移致しました。また、プリント配線基板製

造事業も電機・電子業界の業況改善により受注が大きく回復致しました結果、増収増益となりました。 

以上の結果、産業材事業全体としての売上高は64億63百万円となり、営業利益は４億２百万円となりま

した。 

  

（不動産・サービス事業） 

賃貸事業は堅調に推移致しましたが、個人消費の低迷により、物流量やゴルフ場の入場者数に影響を受

け、それぞれの事業で減収減益となりました。 

以上の結果、不動産・サービス事業全体としての売上高は29億３百万円となり、営業利益は９億65百万

円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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当第２四半期連結累計期間末の総資産は912億90百万円となり、前年度末に比べ2億53百万円の減少とな

りました。これは、主に売上債権の減少及び減価償却によって有形固定資産が減少したことによるもので

あります。 

負債は、651億11百万円となり、前年度末に比べ３億15百万円の増加となりました。これは、主に仕入

債務が増加したことによるものであります。 

純資産は、261億78百万円となり、前年度末に比べ５億69百万円の減少となりました。これは、配当金

支払及び四半期純損失によって利益剰余金が減少したこと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0.6ポイント下降し、27.6%となりました。 

  

  

今後の見通しにつきましては、国内市況、個人消費の低迷、急激な円高の進行等により、景気回復への

先行きは、不透明であり引き続き厳しい状況が続くと予想されます。 

なお、連結業績予想については平成22年10月26日に公表しております。 

  

(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)一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま

す。     

２)固定資産の減価償却の算定方法       

  固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積もりを考慮した予算に基づく年間償却予定額を

期間按分する方法によっております。     

３)法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法            

  法人税等の納付税額の算定に関しましては、主として加味する加減算項目や税額控除項目を重要

なものに限定する方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した

将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。       

 ②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

  

(1)「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の扱い」の適用

 第１四半期連結会計期間から「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月

10公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の扱い」（実務対応報告第24号 平

成20年３月10日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。  

(2)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

 ①簡便な会計処理

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,460 4,616

受取手形及び売掛金 10,225 10,742

有価証券 1,000 －

商品及び製品 4,315 4,442

仕掛品 1,699 1,582

原材料及び貯蔵品 1,185 1,076

繰延税金資産 430 383

その他 749 720

貸倒引当金 △97 △102

流動資産合計 23,967 23,460

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 40,893 40,951

減価償却累計額 △24,793 △24,394

建物及び構築物（純額） 16,100 16,557

機械装置及び運搬具 29,914 30,538

減価償却累計額 △27,272 △27,601

機械装置及び運搬具（純額） 2,642 2,936

工具、器具及び備品 1,593 1,564

減価償却累計額 △1,452 △1,452

工具、器具及び備品（純額） 140 112

土地 43,822 43,821

リース資産 1,855 1,881

減価償却累計額 △1,316 △1,255

リース資産（純額） 539 625

建設仮勘定 31 23

有形固定資産合計 63,277 64,076

無形固定資産 245 261

投資その他の資産

投資有価証券 1,058 1,099

長期貸付金 3 3

繰延税金資産 1,580 1,477

その他 1,431 1,417

貸倒引当金 △274 △251

投資その他の資産合計 3,800 3,745

固定資産合計 67,322 68,083

資産合計 91,290 91,544
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,922 5,154

短期借入金 16,245 17,864

1年内償還予定の社債 834 876

未払費用 591 542

未払法人税等 372 250

未払消費税等 120 124

賞与引当金 602 574

その他 1,918 1,946

流動負債合計 26,607 27,333

固定負債

社債 1,279 1,056

長期借入金 13,496 12,993

繰延税金負債 1,165 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 3,595 3,322

役員退職慰労引当金 170 193

修繕引当金 170 159

長期預り敷金保証金 9,047 9,027

長期前受収益 401 423

その他 755 698

固定負債合計 38,504 37,462

負債合計 65,111 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 2,990 3,588

自己株式 △20 △20

株主資本合計 15,304 15,902

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △39 △53

繰延ヘッジ損益 △36 △7

土地再評価差額金 11,928 11,928

為替換算調整勘定 △1,973 △1,997

評価・換算差額等合計 9,879 9,870

少数株主持分 994 975

純資産合計 26,178 26,748

負債純資産合計 91,290 91,544
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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：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 21,093 21,196

売上原価 16,927 17,052

売上総利益 4,165 4,143

販売費及び一般管理費 3,078 3,101

営業利益 1,086 1,042

営業外収益

受取利息 5 5

受取配当金 5 6

持分法による投資利益 19 8

雑収入 69 55

営業外収益合計 99 76

営業外費用

支払利息 368 329

退職給付費用 74 73

為替差損 158 163

雑支出 137 131

営業外費用合計 739 697

経常利益 446 421

特別利益

固定資産売却益 19 －

貸倒引当金戻入額 12 13

その他 － 0

特別利益合計 31 13

特別損失

固定資産処分損 20 16

投資有価証券評価損 36 37

環境対策費 － 77

事業構造改善費用 － 341

その他 6 48

特別損失合計 63 521

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

413 △86

法人税、住民税及び事業税 211 343

法人税等調整額 △29 △115

法人税等合計 182 227

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △313

少数株主利益 39 42

四半期純利益又は四半期純損失（△） 191 △356
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

413 △86

減価償却費 1,174 1,059

長期前払費用償却額 15 15

のれん償却額 0 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 196 277

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27 △23

修繕引当金の増減額（△は減少） 12 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） △127 18

賞与引当金の増減額（△は減少） △33 28

受取利息及び受取配当金 △10 △12

支払利息 368 329

為替差損益（△は益） 144 148

持分法による投資損益（△は益） △19 △8

固定資産処分損益（△は益） 13 16

固定資産売却損益（△は益） △12 2

投資有価証券評価損益（△は益） 36 37

売上債権の増減額（△は増加） 1,487 484

たな卸資産の増減額（△は増加） 521 △132

仕入債務の増減額（△は減少） △657 747

その他 △143 127

小計 3,353 3,040

利息及び配当金の受取額 21 12

利息の支払額 △354 △315

法人税等の支払額 △848 △210

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,172 2,526

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 △277 △305

有形固定資産の売却による収入 58 0

投資有価証券の取得による支出 △3 △202

投資有価証券の売却による収入 － 200

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 395 162

定期預金の預入による支出 △362 △145

その他 △2 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △191 △299
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(単位：百万円)

前第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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

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） △1,003 △2,143

長期借入れによる収入 3,480 4,210

長期借入金の返済による支出 △2,984 △3,181

社債の発行による収入 1,000 600

社債の償還による支出 △402 △419

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △239 △239

少数株主への配当金の支払額 △21 △20

その他 △152 △151

財務活動によるキャッシュ・フロー △325 △1,345

現金及び現金同等物に係る換算差額 9 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,664 860

現金及び現金同等物の期首残高 3,321 4,323

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,986 5,184
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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 事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっています。 

     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 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

   ２ 各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 

  

  

(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
(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)

 売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 13,117 5,186 2,789 21,093 ─ 21,093

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4 0 198 203 (203) ─

計 13,121 5,187 2,988 21,297 (203) 21,093

 営業利益又は営業損失(△) 324 △39 1,028 1,312 (225) 1,086

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)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

18,988 2,104 21,093 ― 21,093

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

163 963 1,127 (1,127) ―

計 19,152 3,067 22,220 (1,127) 21,093

 営業利益又は営業損失(△) 1,129 △38 1,091 (4) 1,086

シキボウ㈱（3109） 平成23年３月期　第２四半期決算短信

－10－



  
【セグメント情報】 

１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社は、製品・サービス別の事業部門を設け、各事業部門は取り扱う製品・サービスについて国内

及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は事業部門を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「繊

維事業」、「産業材事業」及び「不動産・サービス事業」の３つを報告セグメントとしております。

各報告セグメントに属する主要な製品は以下のとおりであります。 

 
  

２ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（単位：百万円） 

 
（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△256百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等

であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理販売費であります。 

   ２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第２四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要

な変動及び重要な負ののれん発生益の認識はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

報告セグメント 主要製品名等

繊維事業 糸、布、ニット、二次製品等

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

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

報告セグメント

 調整額 
(注)１

四半期連
結損益計 
算書計上 
額(注)２繊維事業 産業材事業

不動産・サ
ービス事業

計

 売上高

  外部顧客への売上高 12,017 6,463 2,714 21,196 ― 21,196

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

3 ─ 188 192 △192 ―

計 12,021 6,463 2,903 21,388 △192 21,196

 セグメント利益又は損失 (△) △68 402 965 1,298 △256 1,042

(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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