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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 10,256 8.5 688 182.8 817 162.3 742 224.6
23年3月期第2四半期 9,450 7.6 243 297.7 311 338.6 228 48.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 707百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 61百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 11.50 ―
23年3月期第2四半期 3.54 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 19,625 8,230 41.7
23年3月期 19,010 7,523 39.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  8,192百万円 23年3月期  7,484百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 2.00 2.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 20,400 5.7 1,000 69.2 1,200 73.1 1,100 91.8 17.04



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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 
 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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 68,362,587 株 23年3月期 68,362,587 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 3,823,829 株 23年3月期 3,822,779 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 64,539,332 株 23年3月期2Q 64,543,566 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による生産活動の停滞

と消費の低迷は徐々に回復の兆しが見られたものの、欧州金融市場の混乱や米国経済の停滞、急

激な円高の継続などにより、先行きは依然として不透明な状況が続きました。 

 このような経営環境の中、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業況は、主力の染色加

工事業及び繊維販売事業が増収となり、一方で、工場生産効率の追求と原価低減活動を継続する

ことで増益となりました。 

 当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は10,256百万円と前年同期比805百万円

(8.5%）の増収となり、営業利益は688百万円と前年同期比445百万円(182.8%)の増益、経常利益は

817百万円と前年同期比505百万円（162.3%）の増益、四半期純利益は742百万円と前年同期比513

百万円（224.6%）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ユニフォーム用途やスポーツ用途、及び医療資材用途が堅

調に推移し、自動車関連資材用途も第２四半期以降から回復基調となりました。また、工場間連

携による生産数量の平準化など、工場生産効率を高めることで、染料薬品費やエネルギー費等の

低減を図りました。 

これらの結果、当事業の売上高は6,160百万円と前年同期比403百万円（7.0%）の増収となり、

営業利益は361百万円と前年同期比268百万円（288.5%）の増益となりました。 

  

（繊維販売事業） 

当事業では、テキスタイル事業はユニフォ－ム用途やスポーツ用途を中心に増収となり、医療

資材事業は貼付剤用支持体が伸張し、アパレル事業ではテキスタイル事業との連携による商流開

拓や物流経費等の削減に努めた結果、増益となりました。 

 これらの結果、当事業の売上高は2,661百万円と前年同期比482百万円（22.1%）の増収となり、

営業利益は248百万円と前年同期比137百万円（123.9%）の増益となりました。 

  

（その他の事業） 

その他の事業のうち、電子機器事業では自動制御装置関連やＦＡ自動制御装置関連を中心に順

調に受注を拡大し、織布事業では高密度薄地織物とユニフォーム用途向けの糸加工が堅調に推移

しました。 

また、建設不動産事業及び水産資材事業は、公共工事案件の減少や価格競争の激化の環境下、

業績は低迷しました。 

その他の事業全体では、物流事業において内部取引高消去があったことにより、売上高は1,435

百万円と前年同期比80百万円（△5.3%）の減収となりましたが、営業利益は69百万円と前年同期

比39百万円（127.0%）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２四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615百万円増加して19,625百

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926百万円増加して7,535百

万円となり、固定資産は311百万円減少して12,090百万円となりました。 

負債は、前連結会計年度末に比べ92百万円減少して11,395百万円となりました。借入金の減少

などにより流動負債は78百万円減少して6,958百万円となり、固定負債は13百万円減少して4,436

百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ707百万円増加して8,230百万円となりました。その他の包

括利益累計額が34百万円減少したものの、株主資本が742百万円増加したことによるものです。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の39.4％から41.7％となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は749百万円となり、前連結会計

年度末に比べ73百万円減少しました。  

 当第２四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とおりで

す。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は592百万円の収入（前年同期は1,140百万円の収入）

となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益811百万円のほか、減価償却費429百万円

によるものです。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は164百万円の支出（前年同期は282百万円の支出）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によるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は499百万円の支出（前年同期は682百万円の支出）と

なりました。主な要因は、借入金の圧縮によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想につきましては、当第２四半期の業績は概ね計画通りに推移しており、現

時点では前回（平成23年８月11日）の連結業績予想から変更はありません。 

  

（１）当四半期連結累計期間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はありません。 

  

 なお、株式会社サカイ電子（連結子会社）は、全株式を平成23年４月１日付で譲渡したことに

より、連結の範囲から除外しています。 

 株式会社サバエテックス（連結子会社）は、マルイテキスタイル株式会社（連結子会社）と平

成23年４月１日付で合併したことにより、連結の範囲から除外しています。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 880,345 805,383

受取手形及び売掛金 3,461,109 3,966,472

有価証券 999 999

商品及び製品 648,703 720,161

仕掛品 530,234 829,888

原材料及び貯蔵品 257,692 300,644

その他 859,910 942,948

貸倒引当金 △30,273 △30,987

流動資産合計 6,608,722 7,535,510

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,297,809 3,217,699

機械装置及び運搬具（純額） 1,999,423 1,640,893

土地 2,665,076 2,665,076

リース資産（純額） 69,918 58,236

建設仮勘定 11,130 62,002

その他（純額） 74,998 66,669

有形固定資産合計 8,118,356 7,710,578

無形固定資産   

その他 64,333 62,602

無形固定資産合計 64,333 62,602

投資その他の資産   

出資金 2,026,765 2,177,269

その他 2,193,484 2,140,718

貸倒引当金 △1,101 △1,081

投資その他の資産合計 4,219,148 4,316,905

固定資産合計 12,401,839 12,090,086

資産合計 19,010,562 19,625,597
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,977,984 3,085,471

短期借入金 2,897,484 2,412,961

未払法人税等 133,522 86,734

賞与引当金 358,306 437,254

その他 669,964 936,007

流動負債合計 7,037,261 6,958,428

固定負債   

長期借入金 3,300,565 3,293,763

退職給付引当金 563,148 582,967

その他の引当金 6,580 6,580

資産除去債務 100,923 101,529

負ののれん 379 189

その他 478,401 451,637

固定負債合計 4,449,997 4,436,667

負債合計 11,487,258 11,395,096

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 1,747,602 2,489,895

自己株式 △796,069 △796,205

株主資本合計 7,643,940 8,386,097

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 61,918 15,032

繰延ヘッジ損益 △515 △9,533

為替換算調整勘定 △220,866 △198,984

その他の包括利益累計額合計 △159,463 △193,485

少数株主持分 38,827 37,889

純資産合計 7,523,303 8,230,501

負債純資産合計 19,010,562 19,625,597
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 9,450,808 10,256,721

売上原価 8,140,543 8,488,525

売上総利益 1,310,264 1,768,196

販売費及び一般管理費 1,066,671 1,079,348

営業利益 243,592 688,847

営業外収益   

受取利息 1,227 1,653

受取配当金 14,538 19,355

負ののれん償却額 922 189

持分法による投資利益 70,982 128,871

その他 50,300 41,894

営業外収益合計 137,972 191,965

営業外費用   

支払利息 56,482 52,445

その他 13,528 11,103

営業外費用合計 70,010 63,549

経常利益 311,554 817,263

特別利益   

固定資産売却益 3,906 2,663

助成金収入 32,446 5,356

補助金収入 － 163,333

貸倒引当金戻入額 5,810 －

その他 － 1,539

特別利益合計 42,163 172,892

特別損失   

固定資産除却損 10,777 10,547

固定資産圧縮損 － 162,421

投資有価証券評価損 8,243 －

事業整理損失引当金繰入額 1,500 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 68,245 －

その他 2,693 5,841

特別損失合計 91,459 178,810

税金等調整前四半期純利益 262,258 811,346

法人税、住民税及び事業税 76,029 71,586

法人税等調整額 △43,314 △1,596

法人税等合計 32,714 69,989

少数株主損益調整前四半期純利益 229,543 741,356

少数株主利益又は少数株主損失（△） 873 △936

四半期純利益 228,670 742,292
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 229,543 741,356

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △65,321 △46,886

繰延ヘッジ損益 △11,389 △9,018

持分法適用会社に対する持分相当額 △91,277 21,881

その他の包括利益合計 △167,988 △34,022

四半期包括利益 61,554 707,333

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 60,693 708,271

少数株主に係る四半期包括利益 861 △937
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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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23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 262,258 811,346

減価償却費 409,954 429,058

のれん償却額 △922 △189

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,807 793

受取利息及び受取配当金 △15,765 △21,009

支払利息 56,482 52,445

為替差損益（△は益） 1,089 1,714

持分法による投資損益（△は益） △70,982 △128,871

有形固定資産売却損益（△は益） △3,906 △2,663

固定資産圧縮損 － 162,421

補助金収入 － △163,333

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） △154,930 △515,137

たな卸資産の増減額（△は増加） △109,437 △436,086

仕入債務の増減額（△は減少） 260,208 107,585

その他 497,280 279,548

小計 1,196,767 577,621

利息及び配当金の受取額 15,765 21,818

利息の支払額 △56,367 △52,097

補助金の受取額 － 163,333

法人税等の支払額 △15,837 △118,167

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,140,327 592,508

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 △152,840 △175,334

有形固定資産の売却による収入 37,057 5,414

投資有価証券の取得による支出 △150,210 △4,052

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 7,859

その他 △16,612 1,531

投資活動によるキャッシュ・フロー △282,605 △164,581

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） △805,500 △528,300

長期借入れによる収入 1,300,000 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △1,177,217 △1,013,025

自己株式の取得による支出 △244 △135

配当金の支払額 △29 △40

その他 － △8,391

財務活動によるキャッシュ・フロー △682,991 △499,891

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,089 △1,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 173,640 △73,679

現金及び現金同等物の期首残高 779,717 823,342

現金及び現金同等物の四半期末残高 953,358 749,662
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 該当事項はありません。  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第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） 

１．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 

                                        （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8,760千円は、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。  

  

２．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   

 該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．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 

                                        （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8,787千円は、セグメント間取引消去5,385千円、各報告セグメントに配 

分していない全社費用3,401千円です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費

等の調整額です。 

   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。  

  

２．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   

 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）セグメント情報等

  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  
 5,756,483 2,178,909 7,935,392 1,515,415  9,450,808  － 9,450,808

セグメント間の

内部売上高又は

振替高  

 5,511 8,766 14,277 232,552  246,830  △246,830 －

計   5,761,994 2,187,675 7,949,670 1,747,968  9,697,638  △246,830 9,450,808

セグメント利益  93,141 110,891 204,032 30,799  234,832  8,760 243,592

  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  
 6,160,275 2,661,393 8,821,668 1,435,053  10,256,721  － 10,256,721

セグメント間の

内部売上高又は

振替高  

 5,455 8,216 13,672 287,545  301,218  △301,218 －

計   6,165,731 2,669,609 8,835,340 1,722,599  10,557,940  △301,218 10,256,721

セグメント利益  361,861 248,294 610,156 69,903  680,060  8,787 688,847
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 該当事項はありません。  

  

（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24年3月期　第2四半期決算短信

-  10  -




