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平成19年 3月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年 11 月 10 日

 

 
1. 18年9月中間期の業績(平成18年4月1日～平成18年9月30日) 
(1) 経営成績 (記載金額は百万円未満切捨て表示)

  売上高 営業利益 経常利益 

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円 
15,707 
12,538 

％
25.3
15.0

百万円
1,301
737

％
76.5
47.3

百万円 
1,558 
1,094 

％
42.4
39.6

18年3月期 27,298 20.8 1,957 84.9 2,969 79.6
 

  中間(当期)純利益 １株当たり中間(当期)純利益

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円 
1,035 
623 

％
66.0
20.3

円 銭
32 42
19 51

18年3月期 1,633 50.1 50 85
(注) ① 期中平均株式数 
  18年 9月中間期  31,946,786株  17年 9月中間期  31,983,976株  18年 3月期  31,922,531株 
 ② 会計処理の方法の変更 無 
 ③ 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 
(2) 財政状態 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年9月中間期 
17年9月中間期 

百万円 
31,903 
28,033 

百万円
22,233
20,190

％ 
69.6 
72.0 

円 銭
694 47
634 71

18年3月期 31,320 21,792 69.6 681 86
(注) ① 期末発行済株式数 
  18年 9月中間期  31,956,434株  17年 9月中間期  31,810,305株  18年 3月期  31,945,471株 
 ② 期末自己株式数 
  18年 9月中間期  2,101,489株  17年 9月中間期  2,247,618株  18年 3月期  2,112,452株 

 
2. 19年3月期の業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日) 

  売上高 経常利益 当期純利益 

通      期 
百万円 
30,000 

百万円
3,250

百万円
1,900

(参考) ① １株当たり予想当期純利益(通期) 59円47銭 

 

3．配当状況 
・現金配当 １株当たり配当金（円） 

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 

18年３月期 ― 5.50 ― 10.50 ― 16.00 

19年３月期（実績） ― 8.00 ― ― ―  8.00 

19年３月期（予想） ― 8.00 ― 8.00 ― 16.00 

 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 

 実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

上 場 会 社 名 サンコール株式会社 上場取引所 大阪第一部  
コ ー ド 番 号 5985 本社所在都道府県 京都府  
（ＵＲＬ http://www.suncall.co.jp） 
代  表  者 役職名 
問合せ先責任者 役職名 

代表取締役社長 
業務・管理部門長 

氏名 
氏名 

幸元 攻  
岡部 清文  

  
ＴＥＬ

  
075-881-5280  

決算取締役会開催日 平成18年 11 月 10 日 配当支払開始日 平成18年 12 月 8 日
単元株制度採用の有無 有(１単元1,000株)   
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中間財務諸表等 

中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

前中間会計期間末 

平成 17年 9月30日 

当中間会計期間末 

平成 18年 9月30日 

前事業年度の要約貸借対

照表 

平成 18年 3月31日 科 目 
注記 

番号 
金額 

（百万円）
構成比(%)

金額 

（百万円）
構成比(%) 

金額 

（百万円） 
構成比(%)

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金  2,466 2,058  2,895 

受取手形 (注)3 587 456  512 

売掛金  5,704 7,571  6,297 

たな卸資産  2,023 ―  ― 

製品  ― 714  677 

原材料  ― 31  44 

仕掛品  ― 1,455  1,285 

貯蔵品  ― 69  70 

繰延税金資産  267 311  326 

短期貸付金  ― 876  770 

未収入金  ― 239  785 

その他  1,452 125  151 

貸倒引当金  △11 △9  △14 

流動資産合計  12,490 44.6 13,901 43.6 13,803 44.1

Ⅱ 固定資産    

1 有形固定資産    

建物 (注)1 2,793 2,754  2,756 

構築物 (注)1 ― 250  255 

機械及び装置 (注)1 2,434 2,617  2,538 

車両及び運搬具 (注)1 ― 9  3 

工具、器具及び備品 (注)1 ― 425  422 

土地  1,648 1,648  1,648 

建設仮勘定  ― 187  145 

その他 (注)1 881 ―  ― 

有形固定資産合計  7,758 27.7 7,893 24.7 7,770 24.8

2 無形固定資産    

ソフトウェア  ― 160  76 

電話利用権  ― 6  6 

無形固定資産合計  84 0.3 166 0.5 83 0.3

3 投資その他の資産    

投資有価証券  4,113 4,805  5,295 

関係会社株式  2,284 2,930  2,750 

出資金  ― 0  0 

長期貸付金  912 ―  ― 

従業員長期貸付金  ― 18  3 

関係会社長期貸付金  ― 1,691  1,190 

長期前払費用  ― 138  174 

その他  391 356  248 
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前中間会計期間末 

平成 17年 9月30日 

当中間会計期間末 

平成 18年 9月30日 

前事業年度の要約貸借対

照表 

平成 18年 3月31日 科 目 
注記 

番号 
金額 

（百万円）
構成比(%)

金額 

（百万円）
構成比(%) 

金額 

（百万円） 
構成比(%)

貸倒引当金  △0 ―  ― 

投資その他の資産合計  7,701 27.5 9,942 31.2 9,662 30.9

固定資産合計  15,543 55.4 18,002 56.4 17,516 55.9

資産合計  28,033 100.0 31,903 100.0 31,320 100.0

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

支払手形  160 311  37 

買掛金  3,709 5,147  4,436 

未払金  1,502 1,197  1,342 

未払費用  ― 439  460 

未払法人税等  302 590  1,004 

前受金  ― ―  60 

預り金  ― 82  114 

役員賞与引当金  ― 8  ― 

賞与引当金  325 338  300 

品質保証引当金  ― 3  3 

その他の引当金  2 ―  ― 

その他  466 ―  ― 

流動負債合計  6,468 23.1 8,120 25.5 7,761 24.8

Ⅱ 固定負債    

繰延税金負債  429 604  846 

役員退職給与引当金  33 ―  44 

役員退職慰労引当金  ― 57  ― 

退職給付引当金  904 877  867 

品質保証引当金  ― 8  8 

その他の引当金  7 ―  ― 

固定負債合計  1,375 4.9 1,548 4.9 1,766 5.6

負債合計  7,843 28.0 9,669 30.3 9,527 30.4

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  4,808 17.2 ― ― 4,808 15.4

Ⅱ 資本剰余金    

1 資本準備金  2,721 ―  2,721 

2 その他資本剰余金  9 ―  13 

資本剰余金合計  2,731 9.7 ― ― 2,735 8.7

Ⅲ 利益剰余金    

1 利益準備金  581 ―  581 

2 任意積立金  8,940 ―  8,940 

3 中間(当期)未処分利益  2,263 ―  3,097 

利益剰余金合計  11,785 42.0 ― ― 12,619 40.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,834 6.5 ― ― 2,543 8.1

Ⅴ 自己株式  △968 △3.5 ― ― △914 △2.9

資本合計  20,190 72.0 ― ― 21,792 69.6

負債及び資本合計  28,033 100.0 ― ― 31,320 100.0
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前中間会計期間末 

平成 17年 9月30日 

当中間会計期間末 

平成 18年 9月30日 

前事業年度の要約貸借対

照表 

平成 18年 3月31日 科 目 
注記 

番号 
金額 

（百万円）
構成比(%)

金額 

（百万円）
構成比(%) 

金額 

（百万円） 
構成比(%)

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

1 資本金  ― ― 4,808 15.1 ― ―

2 資本剰余金    

(1) 資本準備金  ― 2,721  ― 

(2) その他資本剰余金  ― 14  ― 

資本剰余金合計  ― ― 2,736 8.6 ― ―

3 利益剰余金    

(1) 利益準備金  ― 581  ― 

(2) その他利益剰余金  ― 12,728  ― 

技術研究積立金  ― 2,800  ― 

退職積立金  ― 70  ― 

設備改修積立金  ― 2,450  ― 

別途積立金  ― 4,320  ― 

繰越利益剰余金  ― 3,088  ― 

利益剰余金合計  ― ― 13,309 41.7 ― ―

4 自己株式  ― ― △911 △2.9 ― ―

株主資本合計  ― ― 19,943 62.5 ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  ― 2,249  ― 

評価・換算差額等合計  ― ― 2,249 7.1 ― ―

Ⅲ 新株予約権  ― ― 41 0.1 ― ―

純資産合計  ― ― 22,233 69.7 ― ―

負債純資産合計  ― ― 31,903 100.0 ― ―
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② 中間損益計算書 

前中間会計期間 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 17年 9月30日 

当中間会計期間 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 18年 9月30日 

前事業年度の要約損益計

算書 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 18年 3月31日 
科 目 

注記 

番号 

金額 

（百万円）
百分比(%)

金額 

（百万円）
百分比(%) 

金額 

（百万円） 
百分比(%)

Ⅰ 売上高  12,538 100.0 15,707 100.0 27,298 100.0

Ⅱ 売上原価 (注)5 10,478 83.6 13,047 83.1 22,696 83.1

1 期首製品たな卸高  ― 677  651 

2 当期製品仕入高  ― 4,996  9,135 

3 当期製品製造原価 (注)5 ― 8,087  13,586 

4 期末製品たな卸高  ― △714  △677 

売上総利益  2,059 16.4 2,660 16.9 4,601 16.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 (注)5 1,322 10.5 1,359 8.7 2,644 9.7

運送費  ― 181  ― 

役員報酬  ― 69  ― 

給料手当  ― 312  ― 

役員賞与引当金繰入額  ― 8  ― 

賞与  ― 111  ― 

役員退職慰労引当金繰入額  ― 13  ― 

退職給付費用  ― 28  ― 

業務委託費  ― 39  ― 

租税公課  ― 40  ― 

減価償却費 (注)5 ― 59  ― 

地代家賃  ― 40  ― 

旅費交通費  ― 53  ― 

その他  ― 399  ― 

営業利益  737 5.9 1,301 8.3 1,957 7.2

Ⅳ 営業外収益 (注)1 406 3.2 342 2.2 1,130 4.1

受取利息  ― 26  33 

受取配当金  ― 183  755 

賃貸料  ― 120  223 

為替差益  ― ―  88 

雑収入  ― 11  30 

Ⅴ 営業外費用 (注)2,5 49 0.4 84 0.5 117 0.4

支払利息  ― 0  0 

機械及び装置廃棄損  ― 5  17 

賃貸料原価 (注)5 ― 44  92 

為替差損  ― 28  ― 

雑損失  ― 6  6 

経常利益  1,094 8.7 1,558 9.9 2,969 10.9
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前中間会計期間 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 17年 9月30日 

当中間会計期間 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 18年 9月30日 

前事業年度の要約損益計

算書 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 18年 3月31日 
科 目 

注記 

番号 

金額 

（百万円）
百分比(%)

金額 

（百万円）
百分比(%) 

金額 

（百万円） 
百分比(%)

Ⅵ 特別利益 (注)3 12 0.1 33 0.2 23 0.1

固定資産売却益  ― 1  22 

投資有価証券売却益  ― 27  0 

貸倒引当金戻入益  ― 4  0 

Ⅶ 特別損失 (注)4,6 223 1.8 19 0.1 268 1.0

固定資産売却損  ― 2  0 

固定資産廃棄損  ― 16  93 

減損損失 (注)6 ― ―  108 

投資有価証券評価損  ― ―  60 

投資その他の資産 

その他評価損 

 ― ―  1 

品質保証引当金繰入  ― ―  0 

事業撤退補償費用  ― ―  5 

税引前中間(当期)純利益  882 7.0 1,573 10.0 2,724 10.0

法人税、住民税及び事業税  288 568  1,236 

法人税等調整額  △29 △30  △145 

中間(当期)純利益  623 5.0 1,035 6.6 1,633 6.0

前期繰越利益  1,639  1,639 

中間配当額  ―  174 

中間(当期)未処分利益  2,263  3,097 
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③中間株主資本等変動計算書 
当中間会計期間 （自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （単位：百万円） 

株主資本 評価・換

算差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

 

 

 

項目 
資本金

資本 

準備金 

その他 

資本剰余金

利益 

準備金

その他 

利益剰余金

自己株式 株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価 

差額金 

新株 

予約権 

平成18年３月31日

残高 

4,808 2,721 13 581 12,037 △914 19,248 2,543 ―

中間会計期間中の

変動額 

   

 剰余金の配当  △335 △335  

役員賞与  △10 △10  

別途積立金の 

積立 

 ―  

 中間純利益  1,035 1,035  

 自己株式の取得  △3 △3  

 自己株式の処分  0 6 7  

 株主資本以外の項目 

の中間会計期間中の 

変動額(純額) 

 ― △293 41

中間会計期間中の

変動額合計 

― ― 0 ― 690 3 694 △293 41

平成18年９月30日

残高 

4,808 2,721 14 581 12,728 △911 19,943 2,249 41

 

（注）その他利益剰余金の内訳                                     （単位：百万円） 

項目 
技術研究 

積立金 

退職 

積立金 

設備改修 

積立金 

別途 

積立金 

繰越利益 

剰余金 

合計 

平成18年３月31日

残高 

2,800 70 2,450 3,620 3,097 12,037

中間会計期間中の

変動額 

  

 剰余金の配当  △335 △335

役員賞与  △10 △10

別途積立金の 

積立 

 700 △700 ―

 中間純利益  1,035 1,035

中間会計期間中の

変動額合計 

― ― ― 700 △9 690

平成18年９月30日

残高 

2,800 70 2,450 4,320 3,088 12,728
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・中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 17年 9月30日 

当中間会計期間 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 18年 9月30日 

前事業年度 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 18年 3月31日 

１ 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 

 ① 子会社株式及び関連会社株式  ① 子会社株式及び関連会社株式  ① 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

 

同左 同左 

 ② その他有価証券  ② その他有価証券  ② その他有価証券 

 時価のあるもの  時価のあるもの  時価のあるもの 

中間期末日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は、全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は、主として移動

平均法により算定しております。) 

 

中間会計期間末日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は、全部純資産直

入法により処理し、売却原価は、主と

して移動平均法により算定) 

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部資本直入法により処

理し、売却原価は、主として移動平均

法により算定しております。) 

 時価のないもの  時価のないもの  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

同左 同左 

(2) たな卸資産 (2) たな卸資産 (2) たな卸資産 

低価基準 月別移動平均法 

 

同左 同左 

(3) デリバティブ (3) デリバティブ (3) デリバティブ 

時価法 

 

同左 同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 ２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備を除く)に

ついては、定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

 建物   20～31年 

 機械装置 ３～９年 

 

定率法によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備は除く)につ

いては、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物   20～38年 

 機械装置 ３～９年 

 

同左 

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産 

定額法 

 

同左 同左 

３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 ３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

 

同左 同左 

  (2) 役員賞与引当金   

――― 役員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、当事業年度における支給

見込額に基づき、当中間会計期間に見

合う分を計上しております。 

――― 
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前中間会計期間 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 17年 9月30日 

当中間会計期間 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 18年 9月30日 

前事業年度 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 18年 3月31日 

(3) 賞与引当金 (3) 賞与引当金 (3) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当中間期の負担に属

する額を計上しております。 

 

同左 従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見込額のうち当期の負担に属する

額を計上しております。 

 

(4) 役員退職給与引当金 (4) 役員退職慰労引当金 (4) 役員退職給与引当金 

役員の退職により支給する退職慰

労金を各役員毎役職毎の在任期間に

対し内規額を次の方法で引当ててお

ります。 

 繰入方法：期末要支給額計上方式 

 取崩方法：退職者の前期末 

要支給額 

 残高基準：期末退職慰労金要支給 

見積額 

 

役員の退職慰労金の支給に備える

ため、役員毎役職毎の在任期間に対し

内規額を次の方法で引当てておりま

す。 

 繰入方法：期末要支給額計上方式 

 取崩方法：退職者の前期末 

要支給額 

 残高基準：期末退職慰労金要支給 

見積額 

 

同左 

(5) 退職給付引当金 (5) 退職給付引当金 (5) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資金の見込額に基づき、当中

間会計期間末において発生している

と認められる額を計上しております。 

なお、数理計算上の差異は、発生

の翌事業年度から15年定額法により

費用処理することとしております。 

 

同左 従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、当事

業年度末において発生していると認

められる額を計上しております。 

なお、数理計算上の差異は、発生

の翌事業年度から15年定額法により

費用処理することとしております。 

(6) 品質保証引当金 (6) 品質保証引当金 (6) 品質保証引当金 

販売に伴う補償費用の支出に備える

ため、売上高に対する過去の実績比率

によって算定し、保証契約取引等で 1

年以内の使用が確実に見込まれる区分

のものは流動負債に、1年超と見込まれ

る区分のものは固定負債に計上してお

ります。 

 

同左 同左 

４ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ

の換算基準 

４ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ

の換算基準 

４ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨へ

の換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。 

 

同左 外貨建金銭債権債務は、当会計期間

末日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理してお

ります。 

 

５ リース取引の処理方法 ５ リース取引の処理方法 ５ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 

 

 

 

同左 同左 
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前中間会計期間 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 17年 9月30日 

当中間会計期間 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 18年 9月30日 

前事業年度 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 18年 3月31日 

６ ヘッジ会計の方法 ６ ヘッジ会計の方法 ６ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理による

こととしております。 

なお、振当処理の要件を満たして

いる為替予約については、振当処理を

行うこととしております。 

 

同左 同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約 

ヘッジ対象：外貨建金銭債権 

 

同左 同左 

(3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針 

為替リスクをヘッジする手段として

のデリバティブ取引を行うこととして

おり、投機目的のデリバティブ取引は、

行わないこととしております。 

 

同左 同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判断時点ま

での期間において、ヘッジ対象の相場

変動による変動額等を基礎にして判断

することとしております。 

 

同左 同左 

７ その他中間財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

７ その他中間財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

７ その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

 消費税等の会計処理  消費税等の会計処理  消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 なお、前払消費税等と預り消費税等

は相殺し、流動資産のその他に含めて

表示しております。 

 

同左 税抜方式によっております。 
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・会計処理の変更 

前中間会計期間 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 17年 9月30日 

当中間会計期間 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 18年 9月30日 

前事業年度 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 18年 3月31日 

 （固定資産の減損に係る会計基準）    （固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間会計期間から「固定資産の減

損に係る会計基準」（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会

計基準適用指針第６号）を適用してお

ります。 

これにより税引前中間純利益が 108

百万円減少しております。 

 

――― 当事業年度から「固定資産の減損に

係る会計基準」（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計

基準適用指針第６号）を適用しており

ます。 

これにより税引前当期純利益が 108

百万円減少しております。 

 

     （退職給付引当金に係る会計基準） 

――― ――― 当事業年度から「『退職給付に係る会

計基準』の一部改正」（企業会計基準第

３号 平成17年３月16日）及び「『退

職給付に係る会計基準』の一部改正に

関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第７号 平成17年３月16日）を適

用しております。 

 これによる影響はありません。 

 

   （役員賞与に係る会計基準）   

―――  当中間会計期間より「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第４

号）を適用しております。 

これにより従来の手法に比べて、営

業利益、経常利益及び税引前中間純利

益が、８百万円減少しております。 

  

――― 

   （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

  

―――  当中間会計期間から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用しており

ます。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は22,192百万円でありま

す。 

中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 

――― 
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前中間会計期間 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 17年 9月30日 

当中間会計期間 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 18年 9月30日 

前事業年度 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 18年 3月31日 

   （自己株式及び準備金の額の減少等に

関する会計基準等の一部改正） 

  

―――   当中間会計期間から、改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 

終改正平成18 年８月 11 日 企業会計

基準第１号）及び「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 終改

正平成18 年８月 11 日 企業会計基準

適用指針第２号）を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあり

ません。 

 中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間財務諸表

は、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 

――― 

   （ストック・オプション等に関する会

計基準等） 

  

―――   当中間会計期間から「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成 17 年 12 月 27 日

企業会計基準第８号）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会 終改正

平成18年５月31 日 企業会計基準適

用指針第11号）を適用しております。

 これにより、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益が41百万円減少し

ております。 

 

――― 

   （株主資本等変動計算書に関する会計

基準等） 

  

―――  当中間会計期間から「株主資本等変

動計算書に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第６号）及び「株主資本等

変動計算書に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成 17 年

12 月 27 日 企業会計基準適用指針第

９号）を適用しております。 

 中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間から損益計算書の末尾

は当期純利益とされております。 

また、当中間会計期間から「株主資

本等変動計算書」を作成しております。

 

――― 
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・表示方法の変更 

前中間会計期間 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 17年 9月30日 

当中間会計期間 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 18年 9月30日 

前事業年度 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 18年 3月31日 

 （中間貸借対照表）     

 前中間会計期間において流動負債の

「その他」に含めて表示しておりました

「未払金」（前中間会計期間869百万円）

については、資産総額の 100 分の５超と

なったため、当中間会計期間より区分掲

記しております。 

 

――― ――― 

   （中間貸借対照表）   

――― １ 前中間会計期間まで一括して表示し

ておりました「たな卸資産」を、当中間

会計期間からその内容をより明瞭に表示

するため、「製品」（前中間会計期間 644

百万円）と「原材料」（前中間会計期間30

百万円）「仕掛品」（前中間会計期間1,274

百万円）「貯蔵品」（前中間会計期間74百

万円）に区分掲記しております。 

 

２ 前中間会計期間まで流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりました「短

期貸付金」（前中間会計期間480百万円）

と「未収入金」（前中間会計期間553百万

円）を、当中間会計期間からその内容を

より明瞭に表示するため、区分掲記して

おります。 

 

３ 前中間会計期間まで有形固定資産の

「その他」として一括して表示しており

ました「構築物」（前中間会計期間243百

万円）と「車両及び運搬具」（前中間会計

期間5百万円）「工具、器具及び備品」（前

中間会計期間466百万円）「建設仮勘定」

（前中間会計期間 166 百万円）を、当中

間会計期間からその内容をより明瞭に表

示するため、区分掲記しております。 

 

４ 前中間会計期間まで無形固定資産と

して一括して表示しておりました「ソフ

トウエア」（前中間会計期間 77 百万円）

と「電話利用権」（前中間会計期間6百万

円）を、当中間会計期間からその内容を

より明瞭に表示するため、区分掲記して

おります。 

 

５ 前中間会計期間まで投資その他の資

産の「長期貸付金」として一括して表示

しておりました「従業員長期貸付金」（前

中間会計期間19百万円）と「関係会社長

期貸付金」（前中間会計期間893百万円）

を、当中間会計期間からその内容をより

明瞭に表示するため、区分掲記しており

ます。 

 

 

 

――― 
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前中間会計期間 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 17年 9月30日 

当中間会計期間 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 18年 9月30日 

前事業年度 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 18年 3月31日 

 

６ 前中間会計期間まで投資その他の資

産の「その他」に含めて表示しておりま

した「出資金」（前中間会計期間0百万円）

と「長期前払費用」（前中間会計期間211

百万円）を、当中間会計期間からその内

容をより明瞭に表示するため、区分掲記

しております。 

 

７ 前中間会計期間まで流動負債の「そ

の他」として一括して表示しておりまし

た「未払費用」（前中間会計期間385百万

円）と「預り金」（前中間会計期間 80 百

万円）を、当中間会計期間からその内容

をより明瞭に表示するため、区分掲記し

ております。 

 

８ 当中間会計期間から流動負債の「そ

の他の引当金」を、内容をより明瞭に表

示するため、「品質保証引当金」としてお

ります。 

 

９ 当中間会計期間から固定負債の「そ

の他の引当金」を、内容をより明瞭に表

示するため、「品質保証引当金」としてお

ります。 

 

 

   （中間損益計算書）   

――― １ 前中間会計期間まで売上原価として

一括して表示しておりました「期首製品

たな卸高」（前中間会計期間651百万円）

と「当期製品仕入高」（前中間会計期間

4,371百万円）「当期製品製造原価」（前中

間会計期間6,100百万円）「期末製品たな

卸高」（前中間会計期間644百万円）を、

当中間会計期間からその内容をより明瞭

に表示するため、区分掲記しております。

 

２ 前中間会計期間まで販売費及び一般

管理費は一括して表示しておりました

が、当中間会計期間からその内容をより

明瞭に表示するため、主なものに区分掲

記しております。 

 

３ 前中間会計期間まで営業外収益は一

括して表示しておりましたが、当中間会

計期間からその内容をより明瞭に表示す

るため、主なものに区分掲記しておりま

す。 

 

４ 前中間会計期間まで営業外費用は一

括して表示しておりましたが、当中間会

計期間からその内容をより明瞭に表示す

るため、主なものに区分掲記しておりま

す。 

 

 

――― 



- 15 - 

前中間会計期間 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 17年 9月30日 

当中間会計期間 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 18年 9月30日 

前事業年度 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 18年 3月31日 

５ 前中間会計期間まで特別利益は一括

して表示しておりましたが、当中間会計

期間からその内容をより明瞭に表示する

ため、発生原因又は性格を示す名称を付

した科目によって区分掲記しておりま

す。 

 

６ 前中間会計期間まで特別損失は一括

して表示しておりましたが、当中間会計

期間からその内容をより明瞭に表示する

ため、発生原因又は性格を示す名称を付

した科目によって区分掲記しておりま

す。 
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・注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間 

平成 17年 9月 30日 

当中間会計期間 

平成 18年 9月 30日 

前事業年度 

平成 18年 3月 31日 

1 有形固定資産の減価償却累計額 1 有形固定資産の減価償却累計額 1 有形固定資産の減価償却累計額 

                   14,507 百万円                    14,952 百万円                    14,569 百万円 

   

2 偶発債務 2 偶発債務 2 偶発債務 

子会社の金融機関からの借入につい

て、次の通り保証を行っております。 

 SUNCALL TECHNOLOGY VIETNAM CO.,LTD 

147 百万円   

(USD 1,300千)   

 

子会社の金融機関からの借入につい

て、次の通り保証を行っております。 

 SUNCALL TECHNOLOGY VIETNAM CO.,LTD

495 百万円  

(USD 4,200千)  

 

子会社の金融機関からの借り入れにつ

いて、次の通り保証を行っております。

SUNCALL TECHNOLOGY VIETNAM CO.,LTD.

                     270 百万円  

(USD 2,300千)  

 

 3 中間会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済

処理しております。 

 なお、当中間会計期間期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中間会計

期間末日満期手形が、中間会計期間末残

高に含まれております。 

  

――― 受取手形       32 百万円 

 

――― 

 

 

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 17年 9月30日 

当中間会計期間 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 18年 9月30日 

前事業年度 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 18年 3月31日 

1 営業外収益のうち主なもの     

受取利息       16百万円 

受取配当金     200百万円 

為替差益       72百万円 

賃貸料       109百万円 

 

――― ――― 

2 営業外費用のうち主なもの     

賃貸料原価      42百万円 

 

――― ――― 

3 特別利益のうち主なもの     

固定資産売却益    12百万円 

 

――― ――― 

4 特別損失のうち主なもの     

固定資産廃棄損    54百万円 

減損損失      108百万円 

投資有価証券評価損  60百万円 

 

――― ――― 

5 減価償却実施額 5 減価償却実施額 5 減価償却実施額 

有形固定資産    532百万円 

無形固定資産     14百万円 

有形固定資産    615百万円 

無形固定資産     15百万円 

有形固定資産   1,257百万円 

無形固定資産     28百万円 
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前中間会計期間 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 17年 9月30日 

当中間会計期間 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 18年 9月30日 

前事業年度 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 18年 3月31日 

6 減損損失   6 減損損失 

当社は、以下の資産について減損損失

を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円) 

遊休 土地 
宮城県 
黒川郡 

108 

  計 108 

上記の土地については、今後の利用計

画も無く、時価も著しく下落しているた

め、減損損失を認識いたしました。 

(回収可能価額の算定方法等) 

固定資産税評価額を基にした正味売却

価額により評価しております。 

 

――― 当社は、以下の資産について減損損失

を計上しました。 

用途 種類 場所 
金額 

(百万円)

遊休 土地 
宮城県 
黒川郡 

108 

  計 108 

上記の土地については、今後の利用計

画も無く、時価も著しく下落しているた

め、減損損失を認識いたしました。 

(回収可能価額の算定方法等) 

固定資産税評価額を基にした正味売却

価額により評価しております。 

 

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式に関する事項 

 株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 2,112,452 4,767 15,730 2,101,489

 （変動事由の概要） 

   増加数の内訳は、次の通りであります。 

    単位未満株式の買取りによる増加     4,767株 

    

減少数の内訳は、次の通りであります。 

    単位未満株式の買取請求による減少      730株 

    ストックオプションの行使による減少  15,000株 
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リース取引関係 

前中間会計期間 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 17年 9月30日 

当中間会計期間 

自 平成 18年 4月 1日 

至 平成 18年 9月30日 

前事業年度 

自 平成 17年 4月 1日 

至 平成 18年 3月31日 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価償

却累計額相当額及び期末残高相当額 

 
 

 取得価額相

当額 

減価償却累

計額相当額 

中間期末残

高相当額 

  （百万円） （百万円） （百万円） 

車両運搬具 59 35 23 
工具、器具及

び備品 
197 192 4 

ソフトウェ

ア 
82 75 7 

合計 338 304 34 

 
 

 取得価額相

当額 

減価償却累

計額相当額

中間期末残

高相当額

  （百万円） （百万円） （百万円）

車両運搬具 76 44 32
工具、器具及

び備品 
203 203 ―

ソフトウェ

ア 
82 82 ―

合計 362 329 32

 
 取得価額相

当額 

減価償却累

計額相当額 

期末残高相

当額 

  （百万円） （百万円） （百万円）

車両運搬具 66 39 26
工具・器具

及び備品 
203 201 1

ソフトウェ

ア 
82 81 1

合計 352 322 29

 

②未経過リース料中間期末残高相当額 

 

②未経過リース料中間期末残高相当額 

 

②未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 19百万円 

１年超 14百万円 

 合計 34百万円  

 １年以内 9百万円

１年超 23百万円

 合計 32百万円 

１年以内 11百万円

１年超 17百万円

 合計 29百万円 
 

③支払リース料及び減価償却費相当額 

 

③支払リース料及び減価償却費相当額 

 

③支払リース料及び減価償却費相当額 

 支払リース料 19百万円 

減価償却費相当額 19百万円  

 支払リース料 7百万円

減価償却費相当額 7百万円 

支払リース料 38百万円

減価償却費相当額 38百万円 
 

④減価償却費相当額の算定方法 

 

④減価償却費相当額の算定方法 

 

④減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価格を

零とする定額法によっております。 

 

 同左 同左 

⑤利息相当額の算定方法 ⑤利息相当額の算定方法 ⑤利息相当額の算定方法 

 未経過リース料中間期末残高相当額が、

有形固定資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法によ

り算定しております。 

 

 同左 未経過リース料期末残高相当額が、有形

固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

 

 

 

有価証券関係 

前中間会計期間 平成 17年 9月30日 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

当中間会計期間 平成 18年 9月30日 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

前事業年度 平成 18年 3月31日 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 


