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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 19,303 11.4 591 196.2 693 188.7 573 58.2
22年3月期 17,320 △20.2 199 ― 240 ― 362 ―

（注）包括利益 23年3月期 349百万円 （△18.1％） 22年3月期 427百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 8.88 ― 7.8 3.7 3.1
22年3月期 5.61 ― 5.2 1.3 1.2

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  129百万円 22年3月期  91百万円

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

23年3月期 19,010 7,523 39.4 115.97
22年3月期 18,235 7,173 39.1 110.61

（参考） 自己資本   23年3月期  7,484百万円 22年3月期  7,138百万円

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

23年3月期 1,971 △938 △988 823
22年3月期 1,480 △78 △1,292 779

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 2.00 2.00 16.1

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 10,000 5.8 450 84.7 500 60.5 400 74.9 6.20
通期 20,000 3.6 850 43.8 950 37.0 800 39.5 12.39



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は添付資料15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） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 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 3,822,779 株 22年3月期 3,818,441 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 64,542,244 株 22年3月期 64,546,452 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 15,062 7.0 413 59.4 600 20.6 551 155.2
22年3月期 14,078 △17.9 259 ― 497 236.4 215 ―

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

23年3月期 8.54 ―

22年3月期 3.35 ―

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 16,967 7,653 45.1 118.58
22年3月期 16,503 7,139 43.3 110.61

（参考） 自己資本 23年3月期  7,653百万円 22年3月期  7,139百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続を実施
中です。 

※ 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等により異なる可能性があります。なお、上記の業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「次期の見通し」をご覧ください。 

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) 7,800 5.5 300 104.6 380 33.0 350 52.2 5.42
通期 15,500 2.9 550 33.2 650 8.3 600 8.9 9.30
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（1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度における我が国経済は、海外新興国の経済成長や政府の経済対策の後押しにより、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、総じて景気は回復基調で推移しまし

た。しかしながら、欧州の財政不安や米国経済の回復遅れから始まった円高の長期化や、米国の金融緩和策による

余剰資金の国際商品市場への流入と産油国の政情不安等により、世界的に原材料価格及び原油価格が高騰するな

ど、景気の下振れ圧力が徐々に強くなってきました。さらに、年度末に発生しました東日本大震災や原子力発電所

の事故の影響は甚大であり、我が国経済の先行きは、一層の不透明感が増しております。 

このような経営環境の中、当社グループの業況は、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ったことに加え、生産性の向上などの原価低減活動や全社的な固定費削減活動の継続が

奏功し増益となりました。 

当連結会計年度の業績は、売上高は19,303百万円と前連結会計年度比1,982百万円（11.4%）の増収となり、営業

利益は591百万円と前連結会計年度比391百万円（196.2%）の増益、経常利益は693百万円と前連結会計年度比453百

万円（188.7%）の増益、当期純利益は573百万円と前連結会計年度比211百万円（58.2%）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、機能性加工を付与したスポーツ用途の織編物や医療資材用途が堅調に推移いたしました。また、前

連結会計年度においては生産調整や在庫調整による減産を余儀なくされた自動車関連資材用途やユニフォーム用途

も、反転し伸張しました。生産面では、受注内容に合わせた要員の再配置や稼働体制の最適化を徹底するととも

に、染料・薬品の安定調達や生産ロスの削減を継続し、原価低減活動に取り組みました。また年度末には、環境及

び省エネルギー対策を目的として、二日市工場に木質チップ焚ボイラーを導入いたしました。 

当事業の売上高は11,525百万円と前連結会計年度比1,045百万円（10.0%）の増収となり、営業利益は231百万円と

前連結会計年度比255百万円の増益（前連結会計年度は24百万円の損失）となりました。 

  

（繊維販売事業） 

当事業では、医療資材事業は貼付剤用支持体が引き続き伸張し、テキスタイル事業は、スポーツ用途やアウトド

ア用途が拡大し、ユニフォーム用途は織染一貫加工商品を中心に伸張し、自動車関連資材用途も回復基調となりま

した。アパレル事業は、衣料品向けの個人消費が低迷する中にあって、主力の婦人衣料用途の中国縫製品が人件費

等の原価上昇により苦戦したことにより、インナー用途やノベルティ商品の拡販に努めました。 

当事業の売上高は4,582百万円と前連結会計年度比331百万円（7.8%）の増収となり、営業利益は273百万円と前

連結会計年度比72百万円（36.3%）の増益となりました。 

  

（その他の事業） 

その他の事業のうち、電子機器事業は、自動制御装置が自動車関連設備投資の回復傾向を受け、ＦＡ自動制御装

置が産業プラント関連設備投資の増加により、それぞれ大幅な増収となり、電力工事も堅調に推移しました。 

織布事業は、スポーツ用途の高密度薄地織物や米国・中国向け糸加工が堅調に推移しました。 

建設不動産事業は、公共工事案件の減少や価格競争の激化が進展する中にあって、積極的な営業活動とコストダ

ウンに努めました。 

水産資材事業は、小型案件の需要がありましたが、公共工事関連予算の縮小の影響を受け、中層浮魚礁は低調に

推移いたしました。 

上記以外の事業も含めたその他の事業全体での売上高は3,196百万円と前連結会計年度比606百万円（23.4%）の増

収となり、営業利益は69百万円と前連結会計年度比48百万円（225.2%）の増益となりました。 

  

１．経営成績
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②次期の見通し 

今後の国内経済見通しについては、東日本大震災や原子力発電所の事故の影響から、不透明かつ厳しい状況にな

るものと思われます。 

これらを踏まえ、次期の連結業績は売上高20,000百万円、営業利益850百万円、経常利益950百万円、当期純利益

800百万円を予想しております。 

  

（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ775百万円増加して19,010百万円となりました。受取手形

及び売掛金の増加などにより流動資産が822百万円増加して6,608百万円となり、固定資産は47百万円減少して

12,401百万円となりました。 

負債は、前連結会計年度末に比べ425百万円増加して11,487百万円となりました。支払手形及び買掛金の増加など

により流動負債が447百万円増加して7,037百万円となり、固定負債は「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があったものの、長期借入金の減少などにより21百万円減少して4,449百万円となりまし

た。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ349百万円増加して7,523百万円となりました。これはその他の包括利益累計

額が227百万円減少したものの、株主資本が572百万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115円97銭となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況、現金及び現金同等物の増減と残高は、下記のとおりで

す。 

 （キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

（注）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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ      ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。 

※キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用していま

す。 

※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を対象としていま

す。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。  

  

（単位：百万円） 

  前期 当期 

 営業活動によるキャッシュ・フロー  1,480  1,971

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △78  △938

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,292  △988

 現金及び現金同等物に係る換算差額  △0  △0

 現金及び現金同等物の増減額  109  43

 現金及び現金同等物期首残高  670  779

 現金及び現金同等物期末残高  779  823

  平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期  平成23年3月期

 自己資本比率（％）  40.1  34.7  39.1  39.4

 時価ベースの自己資本比率（％）  35.4  24.4  34.3  46.5

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  5.8  －  4.6  3.1

 インタレスト・カバレッジ・レシオ  10.2  －  12.1  17.9
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（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、安定した収益基盤づくりのための内部留保を考慮しつつ業績に応じた配当を基本としており、併せて配

当性向を勘案し配当金額を決定することとしております。内部留保資金については、今後の安定配当ならびに合理

化、新商品開発設備及び環境対策等に有効に活用することを基本方針としております。なお、当期の期末配当金

は、まことに遺憾ではありますが、無配を予定しております。次期の配当につきましては、1株当たり2円を予定し

ております。 

（4）事業等のリスク 

最近の有価証券報告書（平成22年6月28日提出）における「事業等のリスク」から変更がないため、開示を省略い

たします。当該有価証券報告書は次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（金融庁ＥＤＩＮＥＴホームページ） 

http://info.edinet-fsa.go.jp/  
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当社グループは、当社及び連結子会社12社、持分法適用関連会社1社により構成されており、染色加工事業、繊維販

売事業を主な事業として展開しております。 

事業内容と当社及び連結子会社並びに持分法適用関連会社の当該事業にかかる位置づけは、次のとおりです。 

染色加工事業では当社、㈱サカイナゴヤ、二日市興業㈱、朝日包装㈱及び東麗酒伊織染（南通）有限公司があり、当

社と㈱サカイナゴヤとの間で染色加工の一部受委託を行っております。 

繊維販売事業では、当社の医療資材事業部、テキスタイル営業部、アパレル営業部が繊維製品等の販売を行っており

ます。 

その他の事業は、主に織布事業、水産資材事業、電子機器事業及び建設不動産事業の４つの事業により構成されてお

ります。織布事業は、マルイテキスタイル㈱、鯖江合繊㈱、織田織物㈱、㈱サバエテックス及び東麗酒伊織染（南通）

有限公司があり、前掲の3社と当社の間で製織・編の受発注を行っております。水産資材事業は、当社の水産資材事業

部が魚介類育成及び増殖用の魚礁並びに水辺環境の保全・保護資材の設計、製造、販売を行っております。電子機器事

業は、㈱サカイエルコム及び㈱サカイ電子がＦＡ関連機器の設計、製造、販売並びにソフトウェアの開発、設計、製

造、販売等を行っており、当社及び連結子会社が、電子機器、設備工事の発注を行っております。また、建設不動産事

業は、サカイ建設不動産㈱が建設、不動産事業を行っており、当社及び連結子会社が建設工事の発注を行っておりま

す。 

 

 ㈱ウェルサービスは㈱サカイナゴヤの100％子会社です。 

 ㈱サカイ電子は㈱サカイエルコムの100％子会社、㈱サバエテックスはマルイテキスタイル㈱の100％子会社ですが、

グループ内での相乗効果や経営の効率化の観点から、㈱サカイ電子の株式譲渡、マルイテキスタイル㈱による㈱サバエ

テックスの吸収合併を、いずれも平成23年4月1日付で実行しました。 

  

 なお、関係会社の状況については、最近の有価証券報告書（平成22年６月28日提出）から重要な変更がないため記

載を省略しています。 

２．企業集団の状況
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（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、繊維産業のキーインダストリーとしての染色加工事業を中核としつつ、これまで培ってきたテ

キスタイル関連の技術と他産業の技術を融合・発展させることにより、人間の生活、文化を豊かに創造し、かつ地

球環境にやさしい高品位生活を構築する企業を目指しております。また、「事業を通じて社会に貢献する」を経営

理念に掲げ、経済活動のみならず企業としての社会的責任を果たしつつ、企業価値を最大限に高めるための経営を

更に徹底してまいります。 

（2）目標とする経営指標 

当社グループは、安定した収益基盤づくりのために連結ベースの売上高経常利益率5％を確保することを当面の目

標としております。また、自己資本比率や総資産利益率（ＲＯＡ）等を重視し、経営資源の効率化を図りグループ

全体の企業価値を高めてまいります。 

（3）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

当社グループは、如何なる環境下においても持続的に収益を確保できる強靭な経営基盤の確立を目指してまいり

ます。 

そのためには、染色加工事業をコア事業として位置付け、原価低減活動と生産効率改善によりコスト競争力を高

めるとともに、高機能・高感性などの付加価値商品の開発と、納期・品質を中心とした顧客志向での価値向上に努

めます。 

また、日々変化する経営環境に順応し、市場ニーズに適合した新規商品の創出や新規市場開拓を行うとともに、

染色加工事業とのシナジー効果を追求するなかでの新しい素材や新しい製品の開発・市場投入を進めてまいりま

す。その中でも炭素繊維関連開発については、当社グループの重点課題と認識し、販路開拓と量産技術の確立に傾

注し、事業化へ向けて邁進いたします。 

繊維販売事業では、国内市場の縮小や生産機能の海外シフトが進展する中で、当社グループ企業が持つ機能を有

機的に結合し、物流・商流も含めた最適な生産・供給体制を構築することで、国内での収益機会を確実なものと

し、併せて中国等の成長著しいアジア市場開拓を強力に推し進め、事業規模の拡大を図ります。 

グループ経営については、今後もグループ各社の固有の機能を一層高めるとともに、相乗効果を追求してまいり

ます。また、経営資源の最適配分を進め、効率的な事業運営を行ってまいります。 

さらに、グループ会社を含めた内部統制制度を確実に定着化させ、併せてＣＳＲ経営を推進することで、経済、

環境、社会、それぞれの側面における企業価値の向上を目指してまいります。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 820,026 880,345

受取手形及び売掛金 2,955,996 3,461,109

有価証券 999 999

商品及び製品 520,115 648,703

仕掛品 473,949 530,234

原材料及び貯蔵品 289,223 257,692

未収入金 549,698 649,273

繰延税金資産 25,596 72,928

その他 181,138 137,708

貸倒引当金 △30,376 △30,273

流動資産合計 5,786,366 6,608,722

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  9,568,507 ※1  9,611,525

減価償却累計額 △6,128,031 △6,313,715

建物及び構築物（純額） ※1  3,440,475 ※1  3,297,809

機械装置及び運搬具 ※1  18,244,653 ※1  18,758,332

減価償却累計額 △16,453,511 △16,758,909

機械装置及び運搬具（純額） ※1  1,791,142 ※1  1,999,423

土地 ※1  2,689,302 ※1  2,665,076

リース資産 31,890 87,636

減価償却累計額 △3,968 △17,717

リース資産（純額） 27,921 69,918

建設仮勘定 4,722 11,130

その他 730,381 691,039

減価償却累計額 △640,627 △616,040

その他（純額） 89,753 74,998

有形固定資産合計 8,043,318 8,118,356

無形固定資産   

その他 67,463 64,333

無形固定資産合計 67,463 64,333

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  1,183,113 ※1  1,288,624

出資金 ※2  2,096,066 ※2  2,026,765

長期貸付金 7,448 7,342

前払年金費用 752,073 654,651

繰延税金資産 104,794 121,167

その他 196,314 121,697

貸倒引当金 △1,436 △1,101

投資その他の資産合計 4,338,372 4,219,148

固定資産合計 12,449,155 12,401,839

資産合計 18,235,521 19,010,562
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,329,118 2,977,984

短期借入金 ※1  3,607,902 ※1  2,897,484

リース債務 6,378 17,527

未払法人税等 30,676 133,522

未払費用 248,684 310,175

賞与引当金 138,772 358,306

事業整理損失引当金 17,480 －

繰延税金負債 3,488 2,387

その他 207,398 339,873

流動負債合計 6,589,899 7,037,261

固定負債   

長期借入金 ※1  3,564,247 ※1  3,300,565

リース債務 21,543 52,391

退職給付引当金 421,542 563,148

環境対策引当金 6,580 6,580

長期未払金 61,248 62,206

長期預り保証金 44,650 42,830

資産除去債務 － 100,923

繰延税金負債 350,000 320,973

負ののれん 1,859 379

固定負債合計 4,471,671 4,449,997

負債合計 11,061,571 11,487,258

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 1,174,154 1,747,602

自己株式 △795,511 △796,069

株主資本合計 7,071,049 7,643,940

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 88,621 61,918

繰延ヘッジ損益 732 △515

為替換算調整勘定 △21,495 △220,866

その他の包括利益累計額合計 67,858 △159,463

少数株主持分 35,042 38,827

純資産合計 7,173,950 7,523,303

負債純資産合計 18,235,521 19,010,562
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 17,320,780 19,303,634

売上原価 ※2  15,057,528 ※2  16,607,050

売上総利益 2,263,251 2,696,584

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  2,063,685 ※1, ※2  2,105,522

営業利益 199,566 591,061

営業外収益   

受取利息 2,469 2,412

受取配当金 22,221 23,829

受取賃貸料 22,302 18,046

負ののれん償却額 2,392 1,479

持分法による投資利益 91,249 129,886

その他 52,539 61,841

営業外収益合計 193,176 237,496

営業外費用   

支払利息 124,402 110,809

その他 28,201 24,528

営業外費用合計 152,604 135,337

経常利益 240,138 693,219

特別利益   

固定資産売却益 ※3  10,592 ※3  4,267

投資有価証券売却益 75,583 25

助成金収入 139,812 47,225

貸倒引当金戻入額 12,012 4,384

その他 2,708 －

特別利益合計 240,709 55,903

特別損失   

固定資産売却損 ※4  64 ※4  293

固定資産除却損 ※5  7,452 ※5  21,827

投資有価証券売却損 － 11,966

投資有価証券評価損 － 5,155

貸倒引当金繰入額 3,355 －

事業整理損 ※6  119,640 ※6  3,004

事業整理損失引当金繰入額 ※7  17,480 －

環境対策引当金繰入額 6,580 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68,245

その他 2,363 13,875

特別損失合計 156,936 124,368

税金等調整前当期純利益 323,911 624,754

法人税、住民税及び事業税 37,245 138,723

法人税等調整額 △50,730 △91,110

法人税等合計 △13,484 47,612

少数株主損益調整前当期純利益 － 577,142

少数株主利益又は少数株主損失（△） △25,005 3,693

当期純利益 362,402 573,448
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 577,142

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △26,612

繰延ヘッジ損益 － △1,248

為替換算調整勘定 － △199,370

その他の包括利益合計 － ※2  △227,231

包括利益 － ※1  349,910

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 346,126

少数株主に係る包括利益 － 3,784
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,655,044 4,655,044

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,655,044 4,655,044

資本剰余金   

前期末残高 2,037,362 2,037,362

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,037,362 2,037,362

利益剰余金   

前期末残高 811,752 1,174,154

当期変動額   

当期純利益 362,402 573,448

当期変動額合計 362,402 573,448

当期末残高 1,174,154 1,747,602

自己株式   

前期末残高 △794,981 △795,511

当期変動額   

自己株式の取得 △530 △557

当期変動額合計 △530 △557

当期末残高 △795,511 △796,069

株主資本合計   

前期末残高 6,709,177 7,071,049

当期変動額   

当期純利益 362,402 573,448

自己株式の取得 △530 △557

当期変動額合計 361,872 572,890

当期末残高 7,071,049 7,643,940
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 44,448 88,621

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 44,173 △26,703

当期変動額合計 44,173 △26,703

当期末残高 88,621 61,918

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,976 732

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,709 △1,248

当期変動額合計 2,709 △1,248

当期末残高 732 △515

為替換算調整勘定   

前期末残高 △63,526 △21,495

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 42,030 △199,370

当期変動額合計 42,030 △199,370

当期末残高 △21,495 △220,866

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △21,054 67,858

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 88,913 △227,322

当期変動額合計 88,913 △227,322

当期末残高 67,858 △159,463

少数株主持分   

前期末残高 59,265 35,042

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,222 3,784

当期変動額合計 △24,222 3,784

当期末残高 35,042 38,827

純資産合計   

前期末残高 6,747,388 7,173,950

当期変動額   

当期純利益 362,402 573,448

自己株式の取得 △530 △557

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 64,690 △223,538

当期変動額合計 426,562 349,352

当期末残高 7,173,950 7,523,303
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 323,911 624,754

減価償却費 864,393 823,370

のれん償却額 567 △1,479

持分法による投資損益（△は益） △91,249 △129,886

退職給付引当金の増減額（△は減少） 80,798 141,605

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,766 219,534

貸倒引当金の増減額（△は減少） △107,699 △439

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △12,850 －

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 17,480 △17,480

事業整理損失 119,640 3,004

為替差損益（△は益） 499 987

受取利息及び受取配当金 △24,691 △26,241

支払利息 124,402 110,809

有形固定資産除却損 7,452 21,827

有形固定資産売却損益（△は益） △10,527 △3,974

投資有価証券売却損益（△は益） △75,583 11,940

投資有価証券評価損益（△は益） － 5,155

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） 199,857 △505,113

たな卸資産の増減額（△は増加） 62,468 △169,478

仕入債務の増減額（△は減少） △99,889 648,865

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,950 47,879

前払年金費用の増減額（△は増加） 133,344 97,421

その他 138,451 121,971

小計 1,622,059 2,093,282

利息及び配当金の受取額 24,691 26,241

利息の支払額 △122,729 △109,849

法人税等の支払額 △43,167 △35,877

事業整理による支出 － △2,304

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,480,853 1,971,492
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △40,309 △90,713

定期預金の払戻による収入 40,188 74,019

有価証券の取得による支出 △999 △999

有価証券の売却による収入 1,000 1,000

投資有価証券の取得による支出 △70,601 △153,993

投資有価証券の売却による収入 224,468 405

有形固定資産の取得による支出 △233,722 △805,394

有形固定資産の売却による収入 4,095 37,581

無形固定資産の取得による支出 △1,113 △250

子会社株式の取得による支出 △500 －

出資金の払込による支出 － △194

出資金の売却による収入 150 －

長期貸付けによる支出 △1,000 －

長期貸付金の回収による収入 172 121

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,171 △938,416

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） △809,000 △747,500

長期借入れによる収入 1,670,000 2,150,000

長期借入金の返済による支出 △2,152,427 △2,376,600

自己株式の取得による支出 △530 △557

配当金の支払額 △614 △56

その他 － △13,748

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,292,571 △988,463

現金及び現金同等物に係る換算差額 △499 △987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 109,609 43,624

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期末残高 ※  779,717 ※  823,342
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該当事項はありません。 

（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の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

――――――――― （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「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、営業利益は11,119千円減少し、経常利益

は11,894千円減少し、税金等調整前当期純利益は80,139

千円減少しています。 

（７）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

――――――――― （連結損益計算書） 

  当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 

内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期

純利益」の科目で表示しています。 

（８）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

――――――――― 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ています。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「そ

の他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額は、

「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金

額を記載しています。 
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（９）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりです。 

※１．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりです。 

建物及び構築物 
（千円）  2,202,210  (2,009,484)

機械装置及び運搬具 
（千円）  334  (334)

土地（千円）  1,135,714  (762,704)

投資有価証券 
（千円）  10,034 －

計（千円）  3,348,294  (2,772,523)

建物及び構築物
（千円）  2,108,275  (1,923,673)

機械装置及び運搬具
（千円）  167  (167)

土地（千円）  1,120,769  (762,704)

投資有価証券
（千円）  10,026 －

計（千円）  3,239,238  (2,686,545)

担保付債務は次のとおりです。 担保付債務は次のとおりです。 

長期借入金（千円）  2,453,268  (2,445,688)

短期借入金（千円）  1,299,106  (1,233,366)

計（千円）  3,752,374  (3,679,054)

長期借入金（千円）  2,545,186  (2,545,186)

短期借入金（千円）  1,214,546  (1,180,966)

計（千円）  3,759,732  (3,726,152)

上記のうち（ ）内書は工場財団根抵当・抵当並び

に当該債務を示しています。 

上記のうち（ ）内書は工場財団根抵当・抵当並び

に当該債務を示しています。 
  

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりです。 

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりです。 

出資金 2,091,256千円 出資金 2,021,772千円
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

※２ 当連結会計年度の直前会計年度におけるその他の包括利益 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要費目及び金額は、

次のとおりです。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要費目及び金額は、

次のとおりです。 

給与手当賞与 1,070,835千円 

賞与引当金繰入額 35,391千円 

退職給付費用 87,578千円 

減価償却費 115,174千円 

のれん償却額 2,960千円 

貸倒引当金繰入額 2,750千円 

給与手当賞与 1,089,123千円 

賞与引当金繰入額 98,375千円 

退職給付費用 70,942千円 

減価償却費 117,233千円 

貸倒引当金繰入額 5,820千円 

   
※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  651,746千円   690,422千円 
  

※３．固定資産売却益の内容 ※３．固定資産売却益の内容 

機械装置及び運搬具 514千円 

土地 10,077千円 

機械装置及び運搬具 665千円 

土地 3,514千円 

その他 88千円 
    

※４．固定資産売却損の内容 ※４．固定資産売却損の内容 

機械装置及び運搬具 64千円 建物及び構築物 293千円 
  

※５．固定資産除却損の内容 ※５．固定資産除却損の内容 

建物及び構築物 4,243千円 

機械装置及び運搬具 3,024千円 

その他 185千円 

建物及び構築物 16,455千円 

機械装置及び運搬具 4,677千円 

その他 694千円 
  

※６．事業整理損の内容 

織布事業（織田織物㈱）の一部整理による固定資産除売

却損15,928千円、減損損失103,712千円です。  

※６．事業整理損の内容 

織布事業（織田織物㈱）の一部整理に伴う解体工事費用

等の見積額と確定額の差額になります。 
    
※７．事業整理損失引当金繰入額の内容 

織布事業（織田織物㈱）の一部整理に伴う解体工事費用

等の見積額を計上したものです。 

―――――――――― 

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 451,315千円 

少数株主に係る包括利益 △24,222千円 

計 427,092千円 

その他有価証券評価差額金 44,956千円 

繰延ヘッジ損益 2,709千円 

為替換算調整勘定 42,030千円 

計 89,696千円 
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加6千株は、単元未満株式の買取りによる増加6千株によるものです。 

２．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の増加4千株は、単元未満株式の買取りによる増加4千株によるものです。 

２．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式  68,362  －  －  68,362

合計  68,362  －  －  68,362

自己株式     

普通株式（注）  3,812  6  －  3,818

合計  3,812  6  －  3,818

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式  68,362  －  －  68,362

合計  68,362  －  －  68,362

自己株式     

普通株式（注）  3,818  4  －  3,822

合計  3,818  4  －  3,822

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

（千円）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係 

（千円）

現金及び預金勘定 820,026

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △40,309

現金及び現金同等物 779,717

現金及び預金勘定 880,345

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △57,002

現金及び現金同等物 823,342
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前連結会計年度（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 

３．当連結会計年度において、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金額はありませ

ん。 

４．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりです。 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（注）１．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 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

   
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） 

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 
  10,479,628  4,251,167  2,589,984  17,320,780   －   17,320,780

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
  3,493  50,290  529,785  583,569  (583,569)  －

計   10,483,121  4,301,458  3,119,770  17,904,350  (583,569)  17,320,780

営業費用   10,507,394  4,100,709  3,098,325  17,706,428  (585,214)  17,121,214

営業利益又は営業損失

（△） 
  △24,272  200,749  21,445  197,921  1,644  199,566

     
Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
                  

資産   7,060,156  2,143,791  3,868,605  13,072,552   5,162,969   18,235,521

減価償却費   627,205  31,088  183,730  842,023   22,369   864,393

資本的支出   128,928  430  45,818  175,177   －   175,177

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、電子機器基盤及び人工魚礁、

建設不動産業 等 

  前連結会計年度 主な内容 

消去又は全社の項目に含めた全社

資産の金額（千円） 
 5,162,969
提出会社の余資運用資金（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す。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  北米 アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  222,018  992,361  1,234,009  2,448,390

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  17,320,780

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 1.3  5.7  7.1  14.1
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一です。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。 

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３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．調整額の内容は以下の通りです。 

(1)セグメント利益の調整額16,229千円は、セグメント間取引消去です。 

(2)セグメント資産の調整額5,471,425千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産及びセグメン

ト間取引消去です。 

３．セグメント利益は、連結財務諸表の営業利益と調整を行っています。 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「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。 

ｄ．セグメント情報

  報告セグメント 
その他 

(注)１ 
合計 

調整額 

(注)２ 

連結財務諸

表計上額 

(注)３   
染色加工 

事業 

繊維販売 

事業 
計 

売上高               

外部顧客への売上高  11,525,010 4,582,511 16,107,522 3,196,112  19,303,634  － 19,303,634

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 6,481 18,745 25,227 1,077,250  1,102,477  △1,102,477 －

計  11,531,492 4,601,257 16,132,749 4,273,362  20,406,112  △1,102,477 19,303,634

セグメント利益  231,511 273,577 505,088 69,743  574,832  16,229 591,061

セグメント資産  7,433,613 2,512,522 9,946,136 3,593,000  13,539,137  5,471,425 19,010,562

その他の項目               

減価償却費  594,465 26,610 621,075 97,389  718,464  104,906 823,370

持分法適用会社への

投資額 
 2,021,772 － 2,021,772 －  2,021,772  － 2,021,772

有形固定資産及び無

形固定資産の増加額 
 758,804 － 758,804 40,956  799,760  106,543 906,304
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（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。. 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 110.61円 

１株当たり当期純利益金額 5.61円 

１株当たり純資産額 115.97円 

１株当たり当期純利益金額 8.88円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載していません。 

同左 

  
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

当期純利益（千円）  362,402  573,448

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  362,402  573,448

期中平均株式数（千株）  64,546  64,542

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 同左 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 420,543 480,818

受取手形 898,555 1,101,996

売掛金 1,434,054 1,456,595

商品及び製品 486,887 615,948

仕掛品 108,113 165,006

原材料及び貯蔵品 146,391 130,228

前払費用 37,400 23,391

関係会社短期貸付金 86,574 34,840

未収入金 430,346 394,919

その他 63,773 51,337

貸倒引当金 △26,800 △28,304

流動資産合計 4,085,842 4,426,777

固定資産   

有形固定資産   

建物 6,501,554 6,519,060

減価償却累計額 △3,962,708 △4,063,347

建物（純額） 2,538,845 2,455,713

構築物 1,077,855 1,082,092

減価償却累計額 △844,037 △870,394

構築物（純額） 233,818 211,698

機械及び装置 13,037,285 13,535,986

減価償却累計額 △11,783,734 △11,936,362

機械及び装置（純額） 1,253,551 1,599,623

車両運搬具 86,688 83,228

減価償却累計額 △83,903 △81,925

車両運搬具（純額） 2,784 1,302

工具、器具及び備品 393,739 360,206

減価償却累計額 △351,242 △326,810

工具、器具及び備品（純額） 42,496 33,395

土地 1,967,038 1,967,038

リース資産 21,780 73,800

減価償却累計額 △2,789 △14,081

リース資産（純額） 18,991 59,719

建設仮勘定 60,000 71,130

有形固定資産合計 6,117,526 6,399,621

無形固定資産   

借地権 47,672 47,672

商標権 34 －

電話加入権 5,394 5,394

電信電話専用施設利用権 295 178

無形固定資産合計 53,396 53,244

サカイオーベックス㈱（3408）　平成23年3月期決算短信

- 22 -



（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,098,988 1,217,720

関係会社株式 954,648 974,648

出資金 1,279 1,269

関係会社出資金 3,018,860 3,018,860

長期貸付金 5,938 5,938

関係会社長期貸付金 354,966 194,376

破産更生債権等 226 126

長期前払費用 5,127 16

前払年金費用 752,073 654,651

退職手当引当基金 3,977 1,975

敷金及び保証金 57,058 28,291

その他 2,020 1,820

貸倒引当金 △8,000 △11,800

投資その他の資産合計 6,247,165 6,087,895

固定資産合計 12,418,087 12,540,761

資産合計 16,503,930 16,967,539

負債の部   

流動負債   

支払手形 393,007 479,354

買掛金 979,173 1,175,790

短期借入金 1,300,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 1,628,970 1,604,270

リース債務 4,356 14,760

未払金 5,087 3,258

未払費用 180,498 215,088

未払法人税等 22,336 21,535

未払消費税等 30,449 17,464

前受金 342 329

預り金 435,298 860,419

前受収益 1,036 439

賞与引当金 75,204 204,111

事業整理損失引当金 145,680 －

設備関係支払手形 16,621 53,970

設備関係未払金 1,554 47,645

繰延税金負債 497 471

その他 － 1,211

流動負債合計 5,220,114 5,300,119
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 3,416,350 3,111,380

リース債務 14,635 44,959

長期預り保証金 22,000 22,500

退職給付引当金 303,293 400,423

環境対策引当金 4,755 4,755

長期未払金 34,592 35,952

資産除去債務 － 74,034

繰延税金負債 348,709 320,230

固定負債合計 4,144,335 4,014,234

負債合計 9,364,449 9,314,354

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,655,044 4,655,044

資本剰余金   

資本準備金 1,536,986 1,536,986

その他資本剰余金 493,825 493,825

資本剰余金合計 2,030,812 2,030,812

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,146,633 1,697,837

利益剰余金合計 1,146,633 1,697,837

自己株式 △795,511 △796,069

株主資本合計 7,036,978 7,587,625

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 101,769 66,075

繰延ヘッジ損益 732 △515

評価・換算差額等合計 102,502 65,560

純資産合計 7,139,480 7,653,185

負債純資産合計 16,503,930 16,967,539
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

売上高合計 14,078,748 15,062,384

売上原価   

売上原価合計 12,408,230 13,190,532

売上総利益 1,670,518 1,871,851

販売費及び一般管理費 1,411,440 1,458,840

営業利益 259,078 413,011

営業外収益   

受取利息 13,456 9,978

受取配当金 268,041 200,763

受取賃貸料 31,158 32,736

その他 59,949 62,667

営業外収益合計 372,605 306,145

営業外費用   

支払利息 112,837 101,615

減価償却費 14,846 15,250

その他 6,299 2,111

営業外費用合計 133,983 118,977

経常利益 497,700 600,179

特別利益   

固定資産売却益 52 －

投資有価証券売却益 75,417 25

助成金収入 44,900 11,749

貸倒引当金戻入額 7,046 －

その他 2,708 －

特別利益合計 130,126 11,774

特別損失   

固定資産除却損 10,626 21,186

減損損失 259,800 －

関係会社株式評価損 15,649 －

貸倒引当金繰入額 4,800 3,300

事業整理損 14,717 －

事業整理損失引当金繰入額 145,680 －

環境対策引当金繰入額 4,755 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 48,027

その他 － 5,182

特別損失合計 456,029 77,696

税引前当期純利益 171,797 534,257

法人税、住民税及び事業税 9,814 9,322

法人税等調整額 △54,000 △26,268

法人税等合計 △44,186 △16,946

当期純利益 215,983 551,204
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,655,044 4,655,044

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,655,044 4,655,044

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,536,986 1,536,986

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,536,986 1,536,986

その他資本剰余金   

前期末残高 493,825 493,825

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 493,825 493,825

資本剰余金合計   

前期末残高 2,030,812 2,030,812

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,030,812 2,030,812

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,200,000  

当期変動額   

別途積立金の取崩 △1,200,000 －

当期変動額合計 △1,200,000 －

繰越利益剰余金   

前期末残高 △269,350 1,146,633

当期変動額   

当期純利益 215,983 551,204

別途積立金の取崩 1,200,000 －

当期変動額合計 1,415,983 551,204

当期末残高 1,146,633 1,697,837

利益剰余金合計   

前期末残高 930,649 1,146,633

当期変動額   

当期純利益 215,983 551,204

当期変動額合計 215,983 551,204

当期末残高 1,146,633 1,697,837
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △794,981 △795,511

当期変動額   

自己株式の取得 △530 △557

当期変動額合計 △530 △557

当期末残高 △795,511 △796,069

株主資本合計   

前期末残高 6,821,524 7,036,978

当期変動額   

当期純利益 215,983 551,204

自己株式の取得 △530 △557

当期変動額合計 215,453 550,646

当期末残高 7,036,978 7,587,625

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 55,749 101,769

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 46,019 △35,693

当期変動額合計 46,019 △35,693

当期末残高 101,769 66,075

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △1,976 732

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,709 △1,248

当期変動額合計 2,709 △1,248

当期末残高 732 △515

評価・換算差額等合計   

前期末残高 53,773 102,502

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48,729 △36,942

当期変動額合計 48,729 △36,942

当期末残高 102,502 65,560

純資産合計   

前期末残高 6,875,297 7,139,480

当期変動額   

当期純利益 215,983 551,204

自己株式の取得 △530 △557

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48,729 △36,942

当期変動額合計 264,182 513,704

当期末残高 7,139,480 7,653,185
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（１）役員の異動（平成23年６月24日付予定） 

  ① 代表者の異動 

  

   該当事項はありません。 

  

  ② その他の役員の異動 

  

   新任取締役候補 

           やまうち  しんいち 

     取締役   山内 進一（現 理事二日市工場長） 

           おざき  いくお 

     取締役   尾崎 郁夫（現 理事アパレル営業部長） 

  

   退任予定取締役 

           とみた    しずか 

     取締役   富田  康 

  

   新任監査役候補 

     該当事項はありません。 

  

   退任予定監査役 

     該当事項はありません。 

  

   役付変更取締役 

     該当事項はありません。  

  

６．その他
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