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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 31,744 △15.6 1,865 △4.3 1,012 △2.0 377 43.6
21年3月期第3四半期 37,608 ― 1,948 ― 1,033 ― 262 ―

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

22年3月期第3四半期 3.12 ―

21年3月期第3四半期 2.17 ―

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

22年3月期第3四半期 92,036 26,709 28.0 212.80
21年3月期 94,320 26,374 27.0 210.31

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  25,744百万円 21年3月期  25,445百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

2.00 2.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 45,000 △6.8 2,400 6.9 1,200 △4.9 400 90.9 3.31
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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) 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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する
定性的情報をご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 121,108,290株 21年3月期  121,108,290株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  125,924株 21年3月期  116,656株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 120,986,965株 21年3月期第3四半期 121,018,305株
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当第３四半期累計期間の連結売上高は317億44百万円（前年同期比15.6％減）、営業利益は18億65百万
円（同比4.3％減）、経常利益は10億12百万円（同比2.0％減）、四半期純利益は3億77百万円（同比
43.6％増）となりました。 
事業の種類別セグメントの概況は次のとおりです。 

  

（繊維事業） 

景気の先行き不透明感が強まる中、個人消費は低迷し、低価格指向が鮮明となったことにより、糸売
り・テキスタイル分野は苦戦を強いられました。このような状況の下、製品分野において当社グループ
は、原料から製品までの適地調達・適地生産の一貫体制構築、独自性のある強い商品作りに邁進すること
で従来とは異なる領域にも積極的に展開することにより概ね順調に推移しました。 
 また、メディカル（環境衛生）分野において、抗菌（ノンスタック・ノモス）・抗ウィルス（フルテク
ト・アルゴン）などの高機能加工商材も好調に推移いたしました。 
以上の結果、繊維事業としての売上高は193億40百万円（前年同期比14.7％減）となり、営業利益は5億

85百万円（同比221.2％増）となりました。 

  

（産業材事業） 

産業資材分野では、製紙用ドライヤーカンバスは、紙需要の低迷による国内製紙各社における大幅減産
の長期化、非効率設備の停止及びコスト低減への取り組み強化等の影響を受け、カンバス需要は引き続き
低調に推移、加えて当期は抄紙機械設備の新設に伴う需要もなく、前年同期比大幅な減収となりました。
また、フィルタークロスは、製造業を中心とする主要顧客のクロス需要量が引き続き低調で、前年同期比
で大幅な減収となりました。 
 機能材料分野では複合材料、プリント基板等の注力分野での回復により、上半期に比較して前年同期と
の乖離幅は縮小しており、改善傾向にあります。 
以上の結果、産業材事業全体としての売上高は82億84百万円（前年同期比22.2%減）となり、営業利益

は1億3百万円（同比86.6減）となりました。 
  

（不動産・サービス事業） 

賃貸事業が堅調に推移したことにより、前年同期並みの利益を確保しました。 
結果、不動産・サービス事業としての売上高は44億31百万円（前年同期比5.1％減）となり、営業利益は
15億5百万円（同比9.2％増）となりました。 

  

当第３四半期末の総資産は920億36百万円となり、前年度末に比べ22億84百万円の減少となりました。
これは、営業キャッシュ・フロー等により現金及び預金の増加があったものの、それ以上に売上債権、棚
卸資産及び減価償却により固定資産が減少したことによるものであります。 
負債は、653億27百万円となり、前年度末に比べ26億18百万円の減少となりました。これは、借入金の

減少及び納税に伴う未払法人税等が減少したことによるものです。 
純資産は、267億9百万円となり、前年度末に比べ3億34百万円の増加となりました。これは、四半期純

利益による株主資本の増加及び評価・換算差額等の増加によるものであります。その結果、自己資本比率
は前年度末に比べ0.1ポイント上昇し、28.0％となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、世界的な景気悪化の影響を受け、厳しい国内市況、個人消費の低迷が続
く中で、引き続き厳しい状況が続くものと予想しております。 
 このような状況のなか、当社グループは、当年度よりスタートさせた新中期計画の基本方針である「事
業構造の変革による収益拡大」「顧客対応力強化と技術優位性の確保」の下、業績予想の達成に向けさら
なる収益の拡大を目指してまいります。 
 当第３四半期の業績は、概ね予想の範囲内で推移しておりますので平成21年10月30日に公表いたしまし
た通期の連結業績予想については変更しておりません。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

-3-

シキボウ㈱（3109）平成22年３月期　第３四半期決算短信



該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

1)一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 

  
2)固定資産の減価償却の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却又は除却等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期
間按分する方法によっております。 
  

3)法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しましては、主として加味する加減算項目や税額控除項目等重要

なものに限定する方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度末において使用し
た将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

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)

(2) 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

(3) 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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,021 3,669

受取手形及び売掛金 10,667 11,324

商品及び製品 5,005 5,610

仕掛品 1,573 1,601

原材料及び貯蔵品 1,065 1,178

繰延税金資産 267 473

その他 993 845

貸倒引当金 △101 △128

流動資産合計 23,491 24,573

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 40,868 40,878

減価償却累計額 △24,130 △23,344

建物及び構築物（純額） 16,737 17,533

機械装置及び運搬具 30,573 31,517

減価償却累計額 △27,493 △28,006

機械装置及び運搬具（純額） 3,080 3,510

工具、器具及び備品 1,597 1,626

減価償却累計額 △1,463 △1,457

工具、器具及び備品（純額） 133 168

土地 43,821 43,762

リース資産 1,991 1,952

減価償却累計額 △1,244 △1,024

リース資産（純額） 747 927

建設仮勘定 62 17

有形固定資産合計 64,581 65,921

無形固定資産 241 164

投資その他の資産   

投資有価証券 1,042 1,091

長期貸付金 5 4

繰延税金資産 1,443 1,354

その他 1,482 1,594

投資損失引当金 － △24

貸倒引当金 △254 △357

投資その他の資産合計 3,720 3,661

固定資産合計 68,544 69,746

資産合計 92,036 94,320

-5-

シキボウ㈱（3109）平成22年３月期　第３四半期決算短信



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,198 5,472

短期借入金 17,137 18,441

1年内償還予定の社債 855 805

未払費用 571 606

未払法人税等 85 908

未払消費税等 144 110

賞与引当金 285 628

その他 2,048 1,929

流動負債合計 26,327 28,902

固定負債   

社債 1,330 932

長期借入金 14,346 13,995

繰延税金負債 1,162 1,162

再評価に係る繰延税金負債 8,422 8,422

退職給付引当金 3,196 2,867

役員退職慰労引当金 183 203

修繕引当金 153 135

長期預り敷金保証金 9,006 9,981

長期前受収益 434 467

その他 764 873

固定負債合計 38,999 39,042

負債合計 65,327 67,945

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,336 11,336

資本剰余金 998 998

利益剰余金 3,614 3,425

自己株式 △20 △18

株主資本合計 15,929 15,741

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27 △94

繰延ヘッジ損益 △15 △28

土地再評価差額金 11,928 11,928

為替換算調整勘定 △2,069 △2,101

評価・換算差額等合計 9,815 9,704

少数株主持分 964 929

純資産合計 26,709 26,374

負債純資産合計 92,036 94,320
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

売上高 37,608 31,744

売上原価 30,385 25,279

売上総利益 7,222 6,464

販売費及び一般管理費 5,273 4,599

営業利益 1,948 1,865

営業外収益   

受取利息 25 6

受取配当金 12 9

持分法による投資利益 24 21

雑収入 102 89

営業外収益合計 165 127

営業外費用   

支払利息 638 550

退職給付費用 113 116

為替差損 110 116

雑支出 219 196

営業外費用合計 1,081 979

経常利益 1,033 1,012

特別利益   

固定資産売却益 9 25

貸倒引当金戻入額 4 10

その他 1 0

特別利益合計 16 36

特別損失   

固定資産処分損 27 28

たな卸資産評価損 43 －

投資有価証券評価損 83 146

貸倒引当金繰入額 0 －

その他 9 12

特別損失合計 163 187

税金等調整前四半期純利益 885 861

法人税、住民税及び事業税 676 307

法人税等調整額 △128 118

法人税等合計 547 426

少数株主利益 75 58

四半期純利益 262 377
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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 885 861

減価償却費 1,869 1,750

長期前払費用償却額 20 23

のれん償却額 8 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 341 329

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16 △19

修繕引当金の増減額（△は減少） 18 17

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28 △130

賞与引当金の増減額（△は減少） △326 △343

投資損失引当金の増減額（△は減少） － △24

受取利息及び受取配当金 △38 △15

支払利息 638 550

為替差損益（△は益） 123 107

持分法による投資損益（△は益） △24 △21

固定資産処分損益（△は益） 27 21

固定資産売却損益（△は益） △9 △13

投資有価証券売却損益（△は益） 0 0

投資有価証券評価損益（△は益） 83 146

売上債権の増減額（△は増加） 1,376 639

たな卸資産の増減額（△は増加） 235 739

仕入債務の増減額（△は減少） △814 △258

その他 △1,132 △818

小計 3,271 3,540

利息及び配当金の受取額 37 27

利息の支払額 △638 △542

法人税等の支払額 △443 △1,343

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,227 1,680

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 △9,351 △378

有形固定資産の売却による収入 37 69

投資有価証券の取得による支出 △6 △203

投資有価証券の売却による収入 2,998 200

投資有価証券の償還による収入 1,000 －

貸付けによる支出 － △2

貸付金の回収による収入 0 0

定期預金の払戻による収入 658 656

定期預金の預入による支出 △659 △618

その他 △220 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,543 △278
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第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) 

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） 725 △1,782

長期借入れによる収入 9,630 5,380

長期借入金の返済による支出 △5,042 △4,550

社債の発行による収入 － 1,000

社債の償還による支出 △842 △552

自己株式の取得による支出 △4 △1

配当金の支払額 △359 △240

少数株主への配当金の支払額 △24 △23

その他 △0 △232

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,080 △1,002

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 737 390

現金及び現金同等物の期首残高 3,304 3,321

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,041 3,711
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
  
当第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 事業区分は、内部管理上採用している売上集計区分によっています。 

     ２ 各事業の主な製品 

 ①繊維事業………糸、布、ニット、二次製品等 

 ②産業材事業……製紙用ドライヤーカンバス、フィルタークロス、プリント配線基板、化成品、複合材料等 

 ③不動産・サービス事業…不動産賃貸、リネンサプライ、倉庫業、ゴルフ場の経営等 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

繊維事業
(百万円)

産業材
事業 

(百万円)

不動産・
サービス事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 22,660 10,655 4,292 37,608 ─ 37,608

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2 ─ 379 381 (381) ─

計 22,663 10,655 4,671 37,990 (381) 37,608

 営業利益 182 775 1,378 2,335 (386) 1,948

繊維事業
(百万円)

産業材
事業 

(百万円)

不動産・
サービス事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に対する売上高 19,332 8,282 4,129 31,744 ─ 31,744

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

8 1 302 312 (312) ─

計 19,340 8,284 4,431 32,056 (312) 31,744

 営業利益 585 103 1,505 2,194 (329) 1,865
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【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20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
  
当第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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

   ２ 各区分に属する主な国又は地域 

  アジア…インドネシア、中国等 

  

該当事項はありません。 

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

34,544 3,063 37,608 ― 37,608

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

188 1,917 2,105 (2,105) ―

計 34,732 4,981 39,714 (2,105) 37,608

 営業利益又は営業損失(△) 2,098 △126 1,972 (23) 1,948

日本 
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

29,110 2,634 31,744 ― 31,744

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

205 1,455 1,660 (1,660) ―

計 29,315 4,089 33,405 (1,660) 31,744

 営業利益又は営業損失(△) 1,929 △59 1,869 (4) 1,865

(6) 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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