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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 10,600 3.4 829 20.4 1,000 22.4 676 △8.9
24年3月期第2四半期 10,256 8.5 688 182.8 817 162.3 742 224.6

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 543百万円 （△23.1％） 24年3月期第2四半期 707百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 10.48 ―
24年3月期第2四半期 11.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 19,989 9,349 46.6
24年3月期 19,891 8,934 44.7
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  9,312百万円 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 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 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、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 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３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2Q 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2Q 3,827,657 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2Q 64,536,299 株 24年3月期2Q 64,539,332 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、東日本大震災の復興需要や政策効果等によ

り緩やかな持ち直しの動きが見られましたが、欧州債務危機の再燃による世界経済の減速、円高

の長期化や電力の供給不安など、依然として先行き不透明な状況が続きました。 

 このような経営環境の中、当社グループの業況は繊維販売事業を中心に全セグメントが増収と

なり、染色加工事業における原価率の低減と全社的な販管費削減により増益となりました。 

 当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は10,600百万円と前年同期比343百万円

(3.4%）の増収となり、営業利益は829百万円と前年同期比140百万円（20.4%）の増益、経常利益

は1,000百万円と前年同期比182百万円（22.4%）の増益、四半期純利益は676百万円と前年同期比

65百万円（△8.9%）の減益となりました。 

  

セグメント別概況は次のとおりです。 

  

（染色加工事業） 

 当事業では、婦人衣料用途やスポーツ用途が減少し、これまで堅調であったユニフォーム用途

も第２四半期以降は減少に転じました。一方、前年の東日本大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が増加し、事業全体では増収となりました。また、工場稼

働の効率化、要員の適正配置、生産ロスの削減等を継続して推進し、原価率の低減を図りまし

た。 

当事業の売上高は6,182百万円と前年同期比22百万円（0.4%）の増収となり、営業利益は424百

万円と前年同期比62百万円（17.3%）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－ム用途や自動車関連資材用途が増加し、医療介護資材

用途も堅調に推移しました。アパレルは中国素材の婦人用途が苦戦する中、新規顧客の開拓や小

売業態への直販体制の構築に注力しました。また、中国内販事業の拡大を目的に設立した酒伊貿

易（上海）有限公司は、婦人用途の縫製品販売等の営業活動を開始しました。 

当事業の売上高は2,901百万円と前年同期比240百万円（9.0%）の増収となり、営業利益は303百

万円と前年同期比54百万円（22.1%）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FA制御関連が拡大し、自動制御装置関連や電力工事関連

も堅調に推移しました。 

水産資材事業では沖縄県を中心とした中層浮漁礁の拡販に努めるとともに、東北地方のワカメ

産地復興支援事業も手掛けました。 

建設不動産事業では公共工事や大型案件が減少する中、リフォーム等の小規模案件の獲得と原

価管理の徹底を進めました。 

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大幅な減少となり、婦人衣料用途

の糸加工も生産調整等により減少するなど、厳しい業況となりました。 

その他の事業の売上高は1,516百万円と前年同期比81百万円（5.7%）の増収となり、営業利益は

83百万円と前年同期比13百万円（20.0%）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97百万円増加して19,989百

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273百万円増加して8,070百万円と

なり、固定資産は175百万円減少して11,918百万円となりました。 

負債は、前連結会計年度末に比べ316百万円減少して10,639百万円となりました。支払手形及び

買掛金の減少などにより流動負債が318百万円減少して6,453百万円となり、固定負債は1百万円増

加して4,186百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ414百万円増加して9,349百万円となりました。その他の包

括利益累計額が132百万円減少したものの、株主資本が547百万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46.6％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1,404百万円となり、前連結会

計年度末に比べ230百万円増加しました。 

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731百万円の収入(前年同期は592百万円の収入)とな

りました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,005百万円のほか、減価償却費360百万円に

よるものです。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は255百万円の支出(前年同期は164百万円の支出)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244百万円の支出(前年同期は499百万円の支出)とな

りました。主な要因は、配当金の支払によるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間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日発表の業績予想数値を変

更しておりません。 

     

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,230,842 1,461,101

受取手形及び売掛金 3,837,702 3,991,421

有価証券 999 999

商品及び製品 659,564 793,120

仕掛品 424,243 417,976

原材料及び貯蔵品 289,977 274,466

その他 1,385,393 1,163,313

貸倒引当金 △32,111 △32,149

流動資産合計 7,796,610 8,070,251

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,153,638 3,119,947

機械装置及び運搬具（純額） 1,629,816 1,474,595

土地 2,653,076 2,653,076

リース資産（純額） 120,801 117,121

建設仮勘定 11,130 42,220

その他（純額） 59,619 51,115

有形固定資産合計 7,628,082 7,458,076

無形固定資産   

その他 61,668 60,850

無形固定資産合計 61,668 60,850

投資その他の資産   

出資金 2,197,500 2,390,642

その他 2,208,570 2,010,423

貸倒引当金 △1,012 △1,144

投資その他の資産合計 4,405,058 4,399,921

固定資産合計 12,094,809 11,918,848

資産合計 19,891,420 19,989,099
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,203,289 2,907,813

短期借入金 2,069,087 1,958,872

未払法人税等 250,941 336,951

賞与引当金 483,772 506,436

その他 764,332 743,340

流動負債合計 6,771,423 6,453,414

固定負債   

長期借入金 3,028,468 3,038,946

退職給付引当金 600,891 606,323

その他の引当金 6,580 6,580

資産除去債務 102,135 104,231

その他 446,972 430,222

固定負債合計 4,185,046 4,186,303

負債合計 10,956,469 10,639,718

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 3,690,306

自己株式 △796,452 △796,643

株主資本合計 9,038,879 9,586,070

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 △83,535

繰延ヘッジ損益 30 △3,821

為替換算調整勘定 △223,682 △186,552

その他の包括利益累計額合計 △141,072 △273,909

少数株主持分 37,143 37,220

純資産合計 8,934,950 9,349,381

負債純資産合計 19,891,420 19,989,099
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 10,256,721 10,600,706

売上原価 8,488,525 8,714,154

売上総利益 1,768,196 1,886,551

販売費及び一般管理費 1,079,348 1,057,261

営業利益 688,847 829,290

営業外収益   

受取利息 1,653 1,169

受取配当金 19,355 23,167

負ののれん償却額 189 －

持分法による投資利益 128,871 156,349

その他 41,894 41,588

営業外収益合計 191,965 222,274

営業外費用   

支払利息 52,445 45,280

その他 11,103 6,237

営業外費用合計 63,549 51,518

経常利益 817,263 1,000,047

特別利益   

固定資産売却益 2,663 4,416

助成金収入 5,356 4,656

補助金収入 163,333 －

その他 1,539 －

特別利益合計 172,892 9,073

特別損失   

固定資産除却損 10,547 3,432

固定資産圧縮損 162,421 －

その他 5,841 －

特別損失合計 178,810 3,432

税金等調整前四半期純利益 811,346 1,005,688

法人税、住民税及び事業税 71,586 339,059

法人税等調整額 △1,596 △9,975

法人税等合計 69,989 329,084

少数株主損益調整前四半期純利益 741,356 676,603

少数株主利益又は少数株主損失（△） △936 148

四半期純利益 742,292 676,455
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 741,356 676,603

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △46,886 △166,186

繰延ヘッジ損益 △9,018 △3,851

為替換算調整勘定 － 336

持分法適用会社に対する持分相当額 21,881 36,793

その他の包括利益合計 △34,022 △132,907

四半期包括利益 707,333 543,695

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 708,271 543,618

少数株主に係る四半期包括利益 △937 76

サカイオーベックス㈱(3408)　平成25年3月期　第2四半期決算短信

-7-



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 811,346 1,005,688

減価償却費 429,058 360,949

のれん償却額 △189 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 793 169

受取利息及び受取配当金 △21,009 △24,337

支払利息 52,445 45,280

為替差損益（△は益） 1,714 1,096

持分法による投資損益（△は益） △128,871 △156,349

有形固定資産売却損益（△は益） △2,663 △4,416

固定資産圧縮損 162,421 －

補助金収入 △163,333 －

売上債権の増減額（△は増加） △515,137 △153,738

たな卸資産の増減額（△は増加） △436,086 △111,694

仕入債務の増減額（△は減少） 107,585 △295,474

その他 279,548 322,989

小計 577,621 990,163

利息及び配当金の受取額 21,818 24,337

利息の支払額 △52,097 △45,383

補助金の受取額 163,333 －

法人税等の支払額 △118,167 △237,986

営業活動によるキャッシュ・フロー 592,508 731,131

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 △175,334 △231,377

有形固定資産の売却による収入 5,414 －

投資有価証券の取得による支出 △4,052 △10,596

貸付けによる支出 － △14,000

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 1,531 332

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,581 △255,640

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） △528,300 △59,700

長期借入れによる収入 1,050,000 975,000

長期借入金の返済による支出 △1,013,025 △1,015,037

自己株式の取得による支出 △135 △191

配当金の支払額 △40 △126,825

その他 △8,391 △17,408

財務活動によるキャッシュ・フロー △499,891 △244,161

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,714 △737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △73,679 230,591

現金及び現金同等物の期首残高 823,342 1,174,005

現金及び現金同等物の四半期末残高 749,662 1,404,597
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  該当事項はありません。   

   

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  
 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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（セグメント情報）  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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17,894千円は、セグメント間取引消去6,911千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用10,983千円です。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。   

  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  
 6,182,412 2,901,933 9,084,346 1,516,359  10,600,706  － 10,600,706

セグメント間の

内部売上高又は

振替高  

 14,193 14,797 28,990 252,825  281,816  △281,816 －

計   6,196,606 2,916,731 9,113,337 1,769,185  10,882,522  △281,816 10,600,706

セグメント利益  424,375 303,132 727,507 83,887  811,395  17,894 829,290
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