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

23年3月期第3四半期 14,423 10.2 486 140.4 588 138.3 459 25.1
22年3月期第3四半期 13,093 △23.5 202 23.6 247 50.0 367 ―

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3四半期 7.12 ―
22年3月期第3四半期 5.69 ―

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3四半期 18,658 7,397 39.4 114.03
22年3月期 18,235 7,173 39.1 110.61

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  7,359百万円 22年3月期  7,138百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

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、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 19,000 9.7 600 200.7 650 170.7 550 51.8 8.52



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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すが、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す。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 平成22年５月14日に公表しました連結業績予想を修正しています。 
 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異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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） 23年3月期3Q 68,362,587株 22年3月期  68,362,587株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  3,821,781株 22年3月期  3,818,441株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 64,542,895株 22年3月期3Q 64,546,898株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出関連産業を中心とした企業業績の改善や設備投資に持ち

直しの動きが見られるなど、景気の回復の兆しが見えましたものの、急激な為替変動、欧州の金融不安や米国経済

の減速懸念などにより、景気下振れリスクが顕在化してきました。 

 このような経営環境の中、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業況は、景気の回復基調を受け、主力の

染色加工事業を中心に全てのセグメントにおいて増収となり、原価低減活動と固定費削減の継続により増益となり

ました。 

 当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は14,423百万円と前年同期比1,329百万円(10.2%）の増収と

なり、営業利益は486百万円と前年同期比284百万円(140.4%)の増益、経常利益は588百万円と前年同期比341百万円

（138.3%）の増益、四半期純利益は459百万円と前年同期比92百万円（25.1%）の増益となりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりです。 

  

（染色加工事業） 

  当事業では、スポーツ用途、ユニフォーム用途及び自動車関連資材用途が伸長し、医療資材用途も堅調に推移し

たことから、売上高は8,631百万円と前年同期比627百万円（7.8%）の増収となり、営業利益は200百万円と前年同

期比172百万円（608.8%）の増益となりました。 

  

（繊維販売事業） 

 当事業では、医療資材事業では貼付剤用支持体が伸張し、テキスタイル販売ではスポーツ用途やユニフォ－ム用

途の拡販、アパレル販売ではインナー用途やノベルティ商品の拡販により、売上高は3,492百万円と前年同期比286

百万円（8.9%）の増収となり、営業利益は207百万円と前年同期比47百万円（30.0%）の増益となりました。 

  

（その他の事業） 

 その他の事業については、電子機器関連では設備投資の増加傾向を受け、自動制御装置関連等が回復基調となっ

たことにより、織布関連では高密度薄地織物が堅調に推移したことにより、売上高は2,299百万円と前年同期比416

百万円（22.1%）の増収となり、営業利益は65百万円と前年同期比50百万円（353.9%）の増益となりました。  

  

（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３四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422百万円増加して18,658百万円となりまし

た。受取手形及び売掛金の増加などにより流動資産は935百万円増加して6,721百万円となり、固定資産は512百万

円減少して11,936百万円となりました。 

負債は、前連結会計年度末に比べ198百万円増加して11,260百万円となりました。短期借入金の減少などにより

流動負債は179百万円減少して6,410百万円となり、「資産除去債務に関する会計基準」の適用による資産除去債務

の計上などにより、固定負債は378百万円増加して4,850百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ223百万円増加して7,397百万円となりました。これは、評価・換算差額等

は減少したものの、株主資本が459百万円増加したことによるものです。 

この結果、自己資本比率は39.4％、1株当たり純資産は114円03銭となりました。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は808百万円となり、前連結会計年度末に比べ

28百万円増加しました。 

当第３四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1,209百万円の収入(前年同期は1,345百万円の収入)となりました。

主な要因は、税金等調整前四半期純利益525百万円のほか、減価償却費611百万円によるものです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は313百万円の支出(前年同期は211百万円の支出)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及び投資有価証券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865百万円の支出(前年同期は1,025百万円の支出)となりました。主

な要因は、借入金の圧縮によるものです。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期の連結業績予想については、平成22年５月14日に公表しました通期の連結業績予想を修正してい

ます。詳細については、平成23年２月10日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、平成22年５月14日に公表しました通期の業績予想との差異は以下の通りです。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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

ています。 

 これにより、税金等調整前四半期純利益は79,414千円減少しています。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  

  

  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 

 前回発表予想（Ａ） 
 百万円 

18,000 

 百万円 

400 

 百万円 

400 

 百万円 

350 

 円 銭 

５ 42  

 今回発表予想（Ｂ) 19,000 600 650 550 ８ 52  

 増減額（Ｂ－Ａ) 1,000 200 250 200  － 

 増減率（％） 5.6 50.0 62.5 57.1  － 

 （ご参考）前期実績 

 （平成22年３月期） 
17,320 199 240 362 ５ 61 

２．その他の情報
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 865,418 820,026 

受取手形及び売掛金 3,474,672 2,955,996 

有価証券 999 999 

商品及び製品 485,824 520,115 

仕掛品 700,155 473,949 

原材料及び貯蔵品 279,325 289,223 

その他 947,684 756,432 

貸倒引当金 △32,521 △30,376 

流動資産合計 6,721,559 5,786,366 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,330,728 3,440,475 

機械装置及び運搬具（純額） 1,461,041 1,791,142 

土地 2,665,076 2,689,302 

その他（純額） 190,298 122,397 

有形固定資産合計 7,647,145 8,043,318 

無形固定資産   

その他 64,925 67,463 

無形固定資産合計 64,925 67,463 

投資その他の資産   

出資金 2,030,211 2,096,066 

その他 2,198,187 2,243,743 

貸倒引当金 △3,996 △1,436 

投資その他の資産合計 4,224,403 4,338,372 

固定資産合計 11,936,474 12,449,155 

資産合計 18,658,033 18,235,521 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,882,918 2,329,118 

短期借入金 2,565,142 3,607,902 

未払法人税等 86,560 30,676 

引当金 159,369 156,252 

その他 716,062 465,950 

流動負債合計 6,410,052 6,589,899 

固定負債   

長期借入金 3,742,011 3,564,247 

退職給付引当金 498,948 421,542 

その他の引当金 6,580 6,580 

資産除去債務 100,626 － 

負ののれん 474 1,859 

その他 501,566 477,442 

固定負債合計 4,850,206 4,471,671 

負債合計 11,260,259 11,061,571 

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 1,633,759 1,174,154 

自己株式 △795,940 △795,511 

株主資本合計 7,530,226 7,071,049 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38,033 88,621 

繰延ヘッジ損益 △6,829 732 

為替換算調整勘定 △202,151 △21,495 

評価・換算差額等合計 △170,947 67,858 

少数株主持分 38,494 35,042 

純資産合計 7,397,774 7,173,950 

負債純資産合計 18,658,033 18,235,521 
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 13,093,991 14,423,696 

売上原価 11,326,276 12,368,005 

売上総利益 1,767,714 2,055,690 

販売費及び一般管理費 1,565,201 1,568,835 

営業利益 202,513 486,854 

営業外収益   

受取利息 1,884 1,790 

受取配当金 21,287 22,847 

負ののれん償却額 1,533 1,384 

持分法による投資利益 81,113 114,701 

その他 57,536 64,916 

営業外収益合計 163,355 205,640 

営業外費用   

支払利息 95,745 84,092 

その他 22,971 19,510 

営業外費用合計 118,717 103,603 

経常利益 247,151 588,892 

特別利益   

固定資産売却益 345 3,974 

助成金収入 103,347 39,794 

貸倒引当金戻入額 10,523 1,590 

その他 2,708 25 

特別利益合計 116,924 45,384 

特別損失   

固定資産除却損 7,274 12,782 

事業整理損 － 3,004 

退職給付制度改定損 2,363 － 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68,245 

その他 55 24,867 

特別損失合計 9,693 108,900 

税金等調整前四半期純利益 354,382 525,376 

法人税、住民税及び事業税 39,927 89,643 

法人税等調整額 △32,330 △27,233 

法人税等合計 7,596 62,409 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 462,966 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △20,673 3,361 

四半期純利益 367,460 459,605 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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 354,382 525,376 

減価償却費 651,093 611,940 

のれん償却額 △918 △1,384 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △85,281 4,704 

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － △17,480 

事業整理損失 － 3,004 

受取利息及び受取配当金 △23,172 △24,638 

支払利息 95,745 84,092 

為替差損益（△は益） 457 1,200 

持分法による投資損益（△は益） △81,113 △114,701 

固定資産除却損 7,274 12,782 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68,245 

売上債権の増減額（△は増加） 274,697 △518,675 

たな卸資産の増減額（△は増加） 178,236 △189,799 

仕入債務の増減額（△は減少） △11,251 553,799 

その他 103,790 305,102 

小計 1,463,940 1,303,569 

利息及び配当金の受取額 23,172 24,638 

利息の支払額 △94,551 △83,144 

事業整理による支出 － △2,304 

法人税等の支払額 △46,800 △33,758 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,345,760 1,209,000 

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 △206,136 △182,309 

有形固定資産の売却による収入 2,535 37,252 

投資有価証券の取得による支出 △5,796 △152,181 

投資有価証券の売却による収入 50 405 

その他 △2,050 △16,712 

投資活動によるキャッシュ・フロー △211,398 △313,545 

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） △825,460 △1,253,500 

長期借入れによる収入 1,370,000 2,150,000 

長期借入金の返済による支出 △1,569,170 △1,761,496 

自己株式の取得による支出 △426 △428 

配当金の支払額 △419 △51 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,025,475 △865,475 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △457 △1,200 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 108,429 28,778 

現金及び現金同等物の期首残高 670,107 779,717 

現金及び現金同等物の四半期末残高 778,537 808,496 
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 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別ゼグメント情報〕  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（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 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）において、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。 

〔海外売上高〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

（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 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
染色加工事業 
（千円）   

繊維販売事業 
（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 
 8,003,987    3,206,368    1,883,636    13,093,991   －    13,093,991   

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,516    23,393    423,714    449,625    (449,625)   －   

計  8,006,503    3,229,762    2,307,350    13,543,616    (449,625)    13,093,991   

営業利益  28,338    159,729    14,346    202,414    99    202,513   

                          

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 

その他の事業 製品名 
撚糸品及び織・編物の製織品、ＦＡ関連機器、電子機器基板及び人工魚

礁、建設不動産業 等 

  北米 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  170,038  750,531  954,299  1,874,869

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  13,093,991

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 1.3  5.7  7.3  14.3
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〔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、当社の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す。 

 当社は、コア事業である染色加工を中心に、糸加工・製織・染色・縫製・販売といった各セクション間の有 

機的な連携のもと、トータルなテキスタイル・コーディネイト機能を提供し、さらに、テキスタイル技術をベ 

ースに、多角的な事業を展開しています。 

 当社は、事業部門を基礎とした、製品・サービス別及び生産・販売体制別のセグメントから構成されてお 

り、「染色加工事業」「繊維販売事業」の２つを報告セグメントとしています。 

 「染色加工事業」は、受託又は当社垂直一貫体制での染色整理加工であり、「繊維販売事業」は繊維製品、 

縫製品その他の製品の販売です。  

  

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

                                        （単位：千円）  

    （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、織布事業、電子機器事 

         業等を含んでいます。 

       ２．セグメント利益の調整額13,239千円は、セグメント間取引消去です。 

       ３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。  

  

（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）を適用しています。  

  

 該当事項はありません。   

  報告セグメント  
  

その他  合計  調整額  

四半期連結

損益計算書 

  
染色加工 

事業  

繊維販売 

事業  
計  

(注)１  
  

(注)２  計上額 

(注)３  

売上高                

外部顧客への売

上高  
 8,631,116  3,492,587  12,123,703  2,299,992  14,423,696  －  14,423,696

セグメント間の

内部売上高又は

振替高  

 6,436  13,950  20,387  341,891  362,279  △362,279  －

計   8,637,552  3,506,538  12,144,091  2,641,883  14,785,975  △362,279  14,423,696

セグメント利益   200,852  207,646  408,499  65,115  473,614  13,239  486,854

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

サカイオーベックス㈱（3408）　平成23年3月期　第3四半期決算短信

- 9 -



（７）その他注記情報 

（子会社株式の譲渡） 

当社の連結子会社である株式会社サカイエルコムは、平成23年２月10日開催の取締役会において、同社の完全

子会社である株式会社サカイ電子（当社の連結子会社）の全株式を譲渡することを決定し同日に株式譲渡契約を

締結しました。 

  

 ① 譲渡の理由 

 株式会社サカイ電子では、電子機器基盤の実装組立を主たる事業としていますが、同事業は、当社グルー

プの今後の事業展開を鑑みても、他事業との相乗効果が見込めないため、株式会社サカイ電子の全株式を譲

渡することとしました。 

 ② 譲渡先の概要 

  商号    インクス株式会社 

  事業内容  自動化制御機器の設計、製造及び販売 

  本社所在地 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３丁目32番地１ 

  資本金   2,000万円 

 ③ 譲渡の時期 

  平成23年２月10日 株式譲渡契約の締結 

  平成23年４月１日 株式譲渡日 

 ④ 譲渡する子会社の概要 

  商号   株式会社サカイ電子 

  事業内容 各種電子機器基盤の設計、製造及び販売 

  所在地  福井県丹生郡越前町田中１号８番地 

  資本金  2,000万円 

 ⑤ 株式譲渡の概要 

  譲渡株式数 400株 

  譲渡金額  19,500千円 

  譲渡後の持分比率 ０％ 

 ⑥ 業績に与える影響  

 株式譲渡に伴う特別損失が発生する予定ですが、当社連結業績に与える影響は軽微です。 

  

（子会社の合併） 

当社の連結子会社であるマルイテキスタイル株式会社と同社の完全子会社である株式会社サバエテックス（当

社の連結子会社）は、平成23年２月10日開催の取締役会において、合併することを決定し同日に合併契約を締結

しました。 

  

 ① 合併の目的 

  ２社を合併することにより、経営組織の合理化及び経営の効率化を図ることを目的としています。 

 ② 合併の方法 

  マルイテキスタイル株式会社を存続会社、株式会社サバエテックスを消滅会社とする吸収合併です。 

 ③ 合併当事会社の概要 

 ④ 合併期日 

  平成23年４月１日 

 ⑤ 業績に与える影響 

  当社の連結子会社同士の合併であり、当社連結業績に与える影響はありません。 

  

商号 マルイテキスタイル株式会社 

（存続会社） 

株式会社サバエテックス 

（消滅会社） 

事業内容 各種サイジング・撚糸・織物・編織物の 

製造、販売 

各種糸の撚糸及び加工糸の製造、販売 

所在地 福井県鯖江市舟津町１丁目４番11号 福井県鯖江市当田町４号１番地 

資本金 1,000万円 3,640万円 
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