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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 5,385 7.5 515 49.0 586 50.4 386 12.6
24年3月期第1四半期 5,011 8.0 345 74.1 390 88.0 343 155.1

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 334百万円 （△6.2％） 24年3月期第1四半期 357百万円 （463.5％）

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

25年3月期第1四半期 5.99 ―
24年3月期第1四半期 5.32 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 20,277 9,140 44.9
24年3月期 19,891 8,934 44.7
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  9,103百万円 24年3月期  8,897百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 10,800 5.3 700 1.6 750 △8.2 500 △32.6 7.75
通期 21,800 0.6 1,300 △5.9 1,400 △10.1 900 △35.5 13.95



(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
四半期連結財務諸表に対する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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 68,362,587 株 24年3月期 68,362,587 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,825,793 株 24年3月期 3,825,793 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 64,536,794 株 24年3月期1Q 64,539,720 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等を背景に企業収益や個人消費に回

復感が見られましたが、欧州債務問題の再燃による世界経済の減速感や長期化する円高と電力の供給不安など、依

然として先行き不透明な状況で推移しました。 

 このような経営環境の中、当社グループの当第１四半期の業況は、主力の染色加工事業を中心に増収となり、加

えて生産性の向上と販管費等の固定費削減効果により増益となりました。 

 当第１四半期の当社グループの売上高は5,385百万円と前年同期比374百万円（7.5%）の増収となり、営業利益は

515百万円と前年同期比169百万円（49.0%）の増益、経常利益は586百万円と前年同期比196百万円（50.4%）の増

益、四半期純利益は386百万円と前年同期比43百万円（12.6%）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、婦人衣料用途やスポーツ用途は減少したものの、前期から引き続いてユニフォーム用途が堅調に推

移し、前年の震災の影響による反動もあり自動車関連資材用途や医療介護資材用途も増加しました。また、設備・

要員等を主体に工場の生産性を高めることで、原価率の低減を進めました。 

 当事業の売上高は3,235百万円と前年同期比207百万円（6.8%）の増収となり、営業利益は301百万円と前年同期

比112百万円（59.8%）の増益となりました。 

  

（繊維販売事業） 

 当事業では、テキスタイルはユニフォーム用途やスポーツ用途の拡販が進むとともに、医療介護関連用途も計画

通りで推移しました。アパレルは中国素材の婦人用途が苦戦する中、新規顧客の開拓に努めましたが減収となりま

した。また、中国内販事業の拡大を目的に設立しました酒伊貿易（上海）有限公司は、諸手続きの遅れにより第２

四半期以降での売上計上となりました。 

 当事業の売上高は1,411百万円と前年同期比87百万円（6.6%）の増収となり、営業利益は157百万円と前年同期比

33百万円（26.8%）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関連が引き続いて堅調に推移し、水産資材事業では沖縄県に

特化した営業活動が奏功しました。 

 一方、織布事業ではこれまで堅調であった高密度薄地織物が減少に転じるとともに、建設不動産事業も公共工事

案件の減少等により、いずれも厳しい業況となりました。 

 その他の事業の売上高は738百万円と前年同期比79百万円（12.1%）の増収となり、営業利益は44百万円と前年同

期比21百万円（92.5%）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1四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385百万円増加して20,277百万円となりまし

た。現金及び預金の増加などにより流動資産が528百万円増加して8,325百万円となり、固定資産は142百万円減少

して11,951百万円となりました。 

負債は、前連結会計年度末に比べ179百万円増加して11,136百万円となりました。流動負債が24百万円増加して

6,796百万円となり、固定負債は借入金の増加などにより155百万円増加して4,340百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ205百万円増加して9,140百万円となりました。これは、主に株主資本が257

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44.7％から44.9％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第１四半期の業績は堅調に推移しましたが、今後のわが国の経済見通しは依然として不透明であり厳しい経営

環境が予測されることから、平成24年５月11日発表の業績予想値を変更していません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（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（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,230,842 1,695,900

受取手形及び売掛金 3,837,702 4,044,817

有価証券 999 999

商品及び製品 659,564 664,578

仕掛品 424,243 424,915

原材料及び貯蔵品 289,977 260,670

その他 1,385,393 1,267,325

貸倒引当金 △32,111 △33,805

流動資産合計 7,796,610 8,325,402

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,153,638 3,116,169

機械装置及び運搬具（純額） 1,629,816 1,557,442

土地 2,653,076 2,653,076

リース資産（純額） 120,801 122,291

建設仮勘定 11,130 11,130

その他（純額） 59,619 55,300

有形固定資産合計 7,628,082 7,515,409

無形固定資産   

その他 61,668 61,253

無形固定資産合計 61,668 61,253

投資その他の資産   

出資金 2,197,500 2,376,895

その他 2,208,570 1,999,300

貸倒引当金 △1,012 △1,035

投資その他の資産合計 4,405,058 4,375,160

固定資産合計 12,094,809 11,951,823

資産合計 19,891,420 20,277,226

サカイオーベックス㈱(3408) 平成25年3月期 第1四半期決算短信

- 4 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,203,289 3,041,968

短期借入金 2,069,087 2,115,638

未払法人税等 250,941 208,858

賞与引当金 483,772 252,365

その他 764,332 1,177,480

流動負債合計 6,771,423 6,796,311

固定負債   

長期借入金 3,028,468 3,201,445

退職給付引当金 600,891 616,364

その他の引当金 6,580 6,580

資産除去債務 102,135 102,444

その他 446,972 413,288

固定負債合計 4,185,046 4,340,122

負債合計 10,956,469 11,136,434

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 3,142,924 3,400,332

自己株式 △796,452 △796,452

株主資本合計 9,038,879 9,296,287

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 82,579 △93,947

繰延ヘッジ損益 30 △1,939

為替換算調整勘定 △223,682 △96,889

その他の包括利益累計額合計 △141,072 △192,777

少数株主持分 37,143 37,281

純資産合計 8,934,950 9,140,792

負債純資産合計 19,891,420 20,277,226
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 5,011,014 5,385,414

売上原価 4,136,645 4,364,116

売上総利益 874,368 1,021,298

販売費及び一般管理費 528,546 506,074

営業利益 345,822 515,223

営業外収益   

受取利息 718 453

受取配当金 18,468 20,438

負ののれん償却額 94 －

持分法による投資利益 37,227 53,469

その他 20,060 23,390

営業外収益合計 76,570 97,752

営業外費用   

支払利息 26,232 22,815

その他 6,127 3,589

営業外費用合計 32,359 26,405

経常利益 390,032 586,571

特別利益   

助成金収入 2,325 1,740

補助金収入 163,333 －

その他 1,668 －

特別利益合計 167,327 1,740

特別損失   

固定資産除却損 169 174

固定資産圧縮損 162,421 －

その他 5,541 －

特別損失合計 168,132 174

税金等調整前四半期純利益 389,228 588,137

法人税、住民税及び事業税 8,297 217,796

法人税等調整額 38,613 △16,353

法人税等合計 46,910 201,443

少数株主損益調整前四半期純利益 342,317 386,694

少数株主利益又は少数株主損失（△） △857 212

四半期純利益 343,174 386,481
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 342,317 386,694

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,962 △176,601

繰延ヘッジ損益 △11,191 △1,969

為替換算調整勘定 － 867

持分法適用会社に対する持分相当額 56,857 125,925

その他の包括利益合計 14,703 △51,778

四半期包括利益 357,020 334,915

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 357,905 334,776

少数株主に係る四半期包括利益 △884 138
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    該当事項はありません。 

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６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9,755千円は、セグメント間取引消去4,191千円、各報告セグメントに配 

分していない全社費用5,563千円です。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。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６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11,599千円は、セグメント間取引消去3,341千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用8,257千円です。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。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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  
 3,027,703 1,324,201 4,351,905 659,108 5,011,014  － 5,011,014

セグメント間の

内部売上高又は

振替高  

 1,636 3,520 5,156 150,746 155,902  △155,902 －

計   3,029,339 1,327,721 4,357,061 809,854 5,166,916  △155,902 5,011,014

セグメント利益   188,502 124,265 312,767 23,299 336,066  9,755 345,822

  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  
 3,235,085 1,411,708 4,646,794 738,620 5,385,414  － 5,385,414

セグメント間の

内部売上高又は

振替高  

 6,642 9,469 16,112 115,817 131,929  △131,929 －

計   3,241,727 1,421,178 4,662,906 854,437 5,517,343  △131,929 5,385,414

セグメント利益   301,194 157,570 458,764 44,860 503,624  11,599 515,223
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 該当事項はありません。   

   

   

（５）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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