
 

平成19年５月期

 

個別中間財務諸表の概要

 
平成19年１月18日

上場会社名 佐鳥電機株式会社 上場取引所 東

コード番号 ７４２０ 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.satori.co.jp)

代　　表　　者 役職名　代表取締役社長 氏名　植田　一敏

問合せ先責任者 役職名　常務取締役 氏名　佐鳥　仁之 ＴＥＬ　　（03） 3451－1040

中間決算取締役会開催日　平成19年１月18日 中間配当支払開始日　　　平成19年２月13日

単元株制度採用の有無　有（1単元　100株）  

１．平成18年11月中間期の業績（平成18年６月１日～平成18年11月30日）

(1）経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年11月中間期 61,074 △0.9 1,509 78.0 2,582 71.6

17年11月中間期 61,656 △13.6 848 △32.5 1,504 △12.1

18年５月期 122,241  2,052  2,687  

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年11月中間期 1,753 67.4 98 53 98 48

17年11月中間期 1,047 △5.4 59 99 59 93

18年５月期 1,561  89 31 89 03

（注）①期中平均株式数  18年11月中間期 17,794,260株 17年11月中間期 17,457,387株 18年５月期 17,490,014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であります。

(2）財政状態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年11月中間期 60,796 23,030 37.9 1,312 45

17年11月中間期 62,020 21,297 34.3 1,220 06

18年５月期 61,221 22,246 36.3 1,248 66

（注）①期末発行済株式数  18年11月中間期 17,547,853株 17年11月中間期 17,456,357株 18年５月期 17,816,113株

②期末自己株式数  18年11月中間期   386,973株 17年11月中間期 24,469株 18年５月期 25,713株

２．平成19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 113,000 3,800 2,400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 135円82銭
 
３．配当状況  

 ・現金配当 １株当たり配当金

 中間期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭

 18年５月期 15 00 17 00 32 00

 19年５月期(実績) 16 00  －
32 00

 19年５月期(予想)  － 16 00

（注）18年11月中間期末配当金の内訳　記念配当　－円－銭　特別配当　－円－銭　

 

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。  

なお、上記予想に関する事項は添付資料の6～7ページを参照して下さい。

- 48 -



７．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
(平成17年11月30日)

当中間会計期間末
(平成18年11月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年５月31日)

区分
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

１．現金及び預金 1,988 2,002 1,332

２．受取手形 3,084 3,022 3,302

３．売掛金 28,661 27,197 24,294

４．たな卸資産 5,889 6,920 7,219

５．関係会社短期貸付金 4,030 2,560 4,400

６．繰延税金資産 522 585 569

７．その他 ※３ 1,733 1,236 1,896

貸倒引当金 △33 △21 △33

流動資産合計 45,878 74.0 43,504 71.6 42,982 70.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）土地 ※2,5 1,658 1,658 1,658

(2）その他 ※1,2 3,016 4,674 7.5 3,560 5,218 8.6 3,676 5,335 8.7

２．無形固定資産 1,380 2.2 1,307 2.1 1,345 2.2

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 － 3,712 3,761

(2）関係会社株式 5,579 5,939 6,429

(3）繰延税金資産 1,065 548 742

(4）再評価に係る繰延
税金資産

※５ 136 － －

(5）その他 3,559 763 878

貸倒引当金 △254 10,086 16.3 △197 10,766 17.7 △254 11,558 18.9

固定資産合計 16,142 26.0 17,292 28.4 18,239 29.8

資産合計 62,020 100.0 60,796 100.0 61,221 100.0
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前中間会計期間末
(平成17年11月30日)

当中間会計期間末
(平成18年11月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年５月31日)

区分
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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※２ 3,232 3,627 3,470

２．買掛金 ※２ 12,612 10,738 11,595

３．短期借入金 3,900 3,900 4,400

４．一年以内返済予定長
期借入金

2,170 1,320 470

５．未払法人税等 353 664 519

６．役員賞与引当金 20 21 43

７．その他 1,864 1,411 1,072

流動負債合計 24,153 39.0 21,683 35.7 21,569 35.2

Ⅱ　固定負債

１．社債 － 1,000 1,000

２．長期借入金 14,290 13,020 14,080

３．退職給付引当金 2,081 1,481 1,929

４．役員退職慰労引当金 129 － 200

５．再評価に係る繰延税
金負債

※５ － 138 138

６．その他  68 443 57

固定負債合計 16,568 26.7 16,082 26.4 17,405 28.5

負債合計 40,722 65.7 37,765 62.1 38,975 63.7

（資本の部）

Ⅰ　資本金 2,533 4.1 － － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 2,678 － －

２．その他資本剰余金 1 － －

資本剰余金合計 2,680 4.3 － － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 208 － －

２．任意積立金 14,708 － －

３．中間（当期）未処分
利益

823 － －

利益剰余金合計 15,739 25.3 － － － －

Ⅳ　土地再評価差額金 ※５ △199 △0.3 － － － －

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

567 0.9 － － － －

Ⅵ　自己株式 △23 △0.0 － － － －

資本合計 21,297 34.3 － － － －

負債資本合計 62,020 100.0 － － － －
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前中間会計期間末
(平成17年11月30日)

当中間会計期間末
(平成18年11月30日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18年５月31日)

区分
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   － －  2,602 4.3  2,533 4.1

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   3,597   3,529   

(2）その他資本剰余金  －   1   1   

資本剰余金合計   － －  3,599 5.9  3,530 5.8

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   208   208   

(2）その他利益剰余金           

配当準備積立金  －   100   100   

特別償却準備金  －   1   1   

プログラム等準備
金

 －   2   2   

固定資産圧縮積立
金

 －   112   112   

別途積立金  －   14,790   14,490   

繰越利益剰余金  －   2,227   1,077   

利益剰余金合計   － －  17,442 28.7  15,992 26.1

４．自己株式   － －  △877 △1.4  △26 △0.0

株主資本合計   － －  22,767 37.5  22,030 36.0

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  738 1.2  690 1.1

２．繰延ヘッジ損益   － －  0 0.0  0 0.0

３．土地再評価差額金 ※５  － －  △474 △0.8  △474 △0.8

評価・換算差額等合計   － －  263 0.4  216 0.3

純資産合計   － －  23,030 37.9  22,246 36.3

負債純資産合計   － －  60,796 100.0  61,221 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

区分
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 61,656 100.0 61,074 100.0 122,241 100.0

Ⅱ　売上原価 56,879 92.3 55,655 91.1 112,409 92.0

売上総利益 4,776 7.7 5,418 8.9 9,832 8.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,928 6.3 3,909 6.4 7,779 6.3

営業利益 848 1.4 1,509 2.5 2,052 1.7

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 16 16 33

２．受取配当金 528 740 533

３．事務受託収入 217 293 454

４．その他 142 904 1.4 237 1,287 2.1 202 1,223 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 133 119 258

２．社債利息 1 5 3

３．為替差損 93 40 262

４．その他 20 248 0.4 49 215 0.4 63 588 0.5

経常利益 1,504 2.4 2,582 4.2 2,687 2.2

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 46 0 46

２．投資有価証券売却益 － 127 1

３．その他 0 47 0.1 40 168 0.3 － 48 0.0

Ⅶ　特別損失

１．減損損失 ※３ 4 － 4

２．その他 3 7 0.0 58 58 0.1 58 62 0.0

税引前中間(当期)
純利益

1,544 2.5 2,691 4.4 2,674 2.2

法人税、住民税及び
事業税

※２ 440 770 920

法人税等調整額 ※２ 57 497 0.8 168 938 1.5 192 1,112 0.9

中間（当期）純利益 1,047 1.7 1,753 2.9 1,561 1.3

前期繰越利益 465 － －

土地再評価差額金取
崩額

△689 － －

中間配当額 － － －

中間(当期)未処分
利益

823 － －
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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６月１日　至　平成18年11月30日）

株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計資　  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

配当準備
積 立 金

特別償却
準 備 金

プログラ
ム　　等
準 備 金

固定資産
圧　　縮
積 立 金 

別　　途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

平成18年５月31日　残高
（百万円）

2,533 3,529 1 208 100 1 2 112 14,490 1,077 △26 22,030

中間会計期間中の変動額

新株の発行 68 68          137

別途積立金の積立         300 △300  －

剰余金の配当          △302  △302

中間純利益          1,753  1,753

自己株式の取得           △850 △850

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純
額)

            

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

68 68 － － － － － － 300 1,150 △850 736

平成18年11月30日　残高
（百万円）

2,602 3,597 1 208 100 1 2 112 14,790 2,227 △877 22,767

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年５月31日　残高
（百万円）

690 0 △474 216 22,246

中間会計期間中の変動額

新株の発行     137

別途積立金の積立     －

剰余金の配当     △302

中間純利益     1,753

自己株式の取得     △850

株主資本以外の項目の中間会計
期間中の変動額（純額）

47 0 － 47 47

中間会計期間中の変動額合計
（百万円）

47 0 － 47 784

平成18年11月30日　残高
（百万円）

738 0 △474 263 23,030
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前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

株主資本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計資　  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

配当準備
積 立 金

特別償却
準 備 金

プログラ
ム　　等
準 備 金

固定資産
圧　　縮
積 立 金 

別　　途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

平成17年５月31日　残高
（百万円）

2,533 2,678 1 208 100 3 3 112 13,390 1,854 △20 20,864

事業年度中の変動額

新株の発行  850          850

特別償却準備金の取崩      △1    1  －

プログラム等準備金の取崩       △0   0  －

別途積立金の積立         1,100 △1,100  －

剰余金の配当          △244  △244

剰余金の配当（中間配当）          △261  △261

当期純利益          1,561  1,561

利益処分による役員賞与          △45  △45

土地再評価差額金の取崩          △689  △689

自己株式の取得           △5 △5

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額(純額)

            

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ 850 － － － △1 △0 － 1,100 △776 △5 1,165

平成18年５月31日　残高
（百万円）

2,533 3,529 1 208 100 1 2 112 14,490 1,077 △26 22,030

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年５月31日　残高
（百万円）

334 － △889 △554 20,310

事業年度中の変動額

新株の発行     850

特別償却準備金の取崩     －

プログラム等準備金の取崩     －

別途積立金の積立     －

剰余金の配当     △244

剰余金の配当（中間配当）     △261

当期純利益     1,561

利益処分による役員賞与     △45

土地再評価差額金の取崩     △689

自己株式の取得     △5

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

355 0 414 770 770

事業年度中の変動額合計
（百万円）

355 0 414 770 1,936

平成18年５月31日　残高
（百万円）

690 0 △474 216 22,246
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

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、売却原価は移動平均

法により算定）

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算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、

売却原価は移動平均法によ

り算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

商品

　移動平均法による低価法

製品

　移動平均法による原価法

(3）たな卸資産

商品

　同左

製品

　同左

(3）たな卸資産

商品

　同左

製品

　同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

(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（建物付属設備を除

く）については、定額法によって

おります。

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法

　なお、耐用年数及び残存価額に

ついては、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

　ただし、ソフトウェア（自社利

用）については、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額

法、ソフトウェア（市場販売目

的）については、見込販売数量に

基づく償却額と残存見込販売有効

期間に基づく均等償却額とのいず

れか大きい金額を計上する方法を

採用しております。なお、当初に

おける見込販売有効期間は、３年

としております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 ────── (1）株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

(1）新株発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

 ────── ────── (2）社債発行費

　支出時に全額費用として処理し

ております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

４．引当金の計上基準 (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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、

当事業年度末における年間支給見

込額に基づき当中間会計期間にお

いて負担すべき額を計上しており

ます。

(2）役員賞与引当金

同左

(2）役員賞与引当金

　役員賞与の支給に備えるため、

当事業年度末における年間支給見

込額に基づき当事業年度末におい

て負担すべき額を計上しておりま

す。

(3）退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備え

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。 

　数理計算上の差異は、発生年度

に全額一括費用処理することとし

ております。 

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法

により費用処理することとしてお

ります。

(3）退職給付引当金

同左

 

(3）退職給付引当金

　従業員に対する退職給付に備え

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

に基づき計上しております。 

　数理計算上の差異は、発生年度

に全額一括費用処理することとし

ております。

 

　過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（５年）による定額法

により費用処理することとしてお

ります。

────── (追加情報）

　当社は、確定拠出年金法の施行

に伴い、平成18年６月に適格退職

年金制度の一部について確定拠出

年金制度へ移行し、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。　

　本移行に伴う影響額は特別損失

の「その他」に10百万円計上され

ております。　

──────

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員の退職慰労金に関す

る内規に基づく中間期末要支給額

を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

──────

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員の退職慰労金に関す

る内規に基づく期末要支給額を計

上しております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

────── (追加情報）

　従来、役員の退職慰労金の支給

に備えるため、役員の退職慰労金

に関する内規に基づく中間期末要

支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上しておりましたが、平成18

年８月に役員に対する退職慰労金

制度を廃止したことに伴い、当中

間会計期間末において役員退職慰

労引当金は計上しておりませ

ん。

　なお、同制度の廃止までの役員

退職慰労引当金相当額190百万円

については、平成18年８月開催の

定時株主総会において、在任中の

役員については退任時に打ち切り

支給することを決議したことに伴

い、同額を固定負債の「その他」

に振り替えております。

──────

 

５．外貨建の資産及び負債の

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計上しており

ます。

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として計上しておりま

す。

６．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

７．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を満たして

いる場合は特例処理を採用してお

ります。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

　　　為替予約取引及び金利スワ

　　　ップ取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

同左

ヘッジ対象

為替予約

外貨建債権債務及び外貨建

予定取引

ヘッジ対象

為替予約

同左

ヘッジ対象

為替予約

同左

金利スワップ

借入金の金利

金利スワップ

同左

金利スワップ

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

(3）ヘッジ方針

　為替予約取引については、為替

相場の変動によるリスク回避を目

的とし、通常の外貨建営業取引に

係る契約等を踏まえ、必要な範囲

内で為替予約取引を利用し、投機

的な取引は行わない方針でありま

す。

　金利スワップ取引については資

金調達に限定し、資金調達コスト

削減のためスワップ取引を利用し、

投機的な取引は行わない方針であ

ります。

(3）ヘッジ方針

　同左

(3）ヘッジ方針

　同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間においてヘッジ対象

の相場変動またはキャッシュ・フ

ロー変動の累計とを比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断して

おります。なお、金利スワップの

うち特例処理を採用しているもの

については、ヘッジの有効性の判

定は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4)ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

　同左

(1）消費税等の会計処理

　同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（役員賞与に関する会計基準）

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

第４号　平成17年11月29日）を適用

しております。これにより営業利益、

経常利益、税引前中間純利益がそれ

ぞれ20百万円減少しております。

 

──────

 

（役員賞与に関する会計基準）

当事業年度より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４

号　平成17年11月29日）を適用して

おります。これにより営業利益、経

常利益、税引前当期純利益がそれぞ

れ43百万円減少しております。

（固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間より、「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」

（企業会計基準適用指針第６号　平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税引前中間純利益は4

百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づ

き各資産の金額から直接控除してお

ります。

──────

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、「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

業会計基準適用指針第６号　平成15

年10月31日）を適用しております。

これにより税引前当期純利益は4百万

円減少しております。

なお、減損損失累計額については、

改正後の財務諸表等規則に基づき各

資産の金額から直接控除しておりま

す。

   

────── ──────

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等）

当事業年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12

月９日）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」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用し

ております。

　従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は22,246百万円でありま

す。

　なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の「純資産の部」については、改正

後の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６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５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）

当事業年度より、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

　最終改正平成17年12月27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　最終改正平成17年12月27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。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

────── （中間貸借対照表）

前中間会計期間末において、投資その他の資産の「そ

の他」に含めておりました「投資有価証券」は、資産の

総額の100分の５を超えたため区分掲記しております。

　なお、前中間会計期間末の投資その他の資産の「その

他」に含まれております「投資有価証券」は2,669百万円

であります。 
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年11月30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　 　　 　1,527百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　　　 　　   1,708百万円

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 　　 　     1,606百万円

※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産 ※２．担保提供資産

（担保に供している資産） （担保に供している資産） （担保に供している資産）

建物 293百万円

土地 0

計 293

建物 285百万円

土地 0

計 285

建物 294百万円

土地 0

計 294

（上記に対応する債務） （上記に対応する債務） （上記に対応する債務）

支払手形及び買掛金 700百万円 支払手形及び買掛金 700百万円 支払手形及び買掛金 700百万円

※３．消費税等の表示方法

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

※３．消費税等の表示方法

同左

※３．　　 ──────

　４．保証債務 　４．保証債務 　４．保証債務

被保証者
保証金額
(百万円)

保証債務の内容

佐鳥オート

マチックス

株式会社

947 仕入債務

佐鳥パイ

ニックス株

式会社

279 仕入債務

佐鳥エス・

テック株式

会社

133 仕入債務

HONG KONG

SATORI 

CO.,LTD.

1,904 銀行借入金

   1,872百万円

（US＄15,643千）

銀行に対する

輸出入債務

10百万円

（US＄    88千）

仕入債務

22百万円

（US＄     5千）

（HK＄   183千）

計 3,264 －

 

被保証者
保証金額
(百万円)

保証債務の内容

佐鳥オート

マチックス

株式会社

1,054 仕入債務

佐鳥パイ

ニックス株

式会社

808 仕入債務

佐鳥エス・

テック株式

会社

195 仕入債務

HONG KONG

SATORI 

CO.,LTD.

1,072 銀行借入金

     961百万円

（US＄ 7,953千）

（HK＄ 2,342千）

銀行に対する

輸出入債務

  79百万円

（US＄   679千）

仕入債務

  31百万円

（US＄   262千）

（HK＄　  78千）

計 3,131 －

 

被保証者
保証金額
(百万円)

保証債務の内容

佐鳥オート

マチックス

株式会社

1,164 仕入債務

佐鳥パイ

ニックス株

式会社

161 仕入債務

佐鳥エス・

テック株式

会社

215 仕入債務

HONG KONG

SATORI 

CO.,LTD.

830 銀行借入金

       827百万円

（US＄7,371千）

仕入債務   

 3百万円

（US＄    22千）

（HK＄　  46千）

 

 

 

 

計 2,372 －
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前中間会計期間末
（平成17年11月30日）

当中間会計期間末
（平成18年11月30日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※５．　「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法

律第34号）及び「土地の再評価

に関する法律の一部を改正する

法律」（平成13年３月31日改

正）に基づき、事業用土地の再

評価を行い、当該評価差額のう

ち税金相当額を「再評価に係る

繰延税金資産」として資産の部

に計上し、これを控除した金額

を「土地再評価差額金」として

資本の部から控除しております。

　「土地の再評価に関する法

律」第3条第3項に定める再評価

の方法については、「土地の再

評価に関する法律施行令」（平

成10年３月31日公布政令第119

号）第2条第3号に定める固定資

産税評価額に基づいて算出して

おります。

※５．　「土地の再評価に関する法

律」（平成10年３月31日公布法

律第34号）及び「土地の再評価

に関する法律の一部を改正する

法律」（平成13年３月31日改

正）に基づき、事業用土地の再

評価を行い、当該評価差額のう

ち税金相当額を「再評価に係る

繰延税金負債」として負債の部

に計上し、これを控除した金額

を「土地再評価差額金」として

純資産の部から控除しておりま

す。

　「土地の再評価に関する法

律」第3条第3項に定める再評価

の方法については、「土地の再

評価に関する法律施行令」（平

成10年３月31日公布政令第119

号）第2条第3号に定める固定資

産税評価額に基づいて算出して

おります。

※５．　　 　　  同左

再評価を行った年月日

平成13年５月31日

再評価を行った年月日

平成13年５月31日

　６．債権流動化による譲渡残高 　６．債権流動化による譲渡残高 　６．債権流動化による譲渡残高

　受取手形 174百万円

　売掛金 7,418

計 7,593

　受取手形 472百万円

　売掛金 8,088

計 8,561

　受取手形 337百万円

　売掛金 9,968

計 10,305
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

　１．減価償却実施額 　１．減価償却実施額 　１．減価償却実施額

　有形固定資産 42百万円

　無形固定資産 53

　有形固定資産 116百万円

　無形固定資産 56

　有形固定資産 147百万円

　無形固定資産 110

※２．法人税等の会計処理

中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当期におい

て予定している利益処分による特

別償却準備金の積立て及び取崩を

前提として、当中間会計期間に係

る金額を計算しております。

※２．法人税等の会計処理

中間会計期間に係る納付税額及

び法人税等調整額は、当期におい

て予定している特別償却準備金の

積立て及び取崩を前提として、当

中間会計期間に係る金額を計算し

ております。

※２．　　 ──────

※３．減損損失

当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を

計上しました。

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

神奈川県
鎌倉市

遊休資産 土地 1

静岡県
賀茂郡　他

遊休資産 土地 2

合計 － － 4

当社は、他の資産又は資産グ

ループのキャッシュ・フローから

概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出す単位として拠点別にグ

ルーピングを行いました。

グルーピングの単位である各拠

点においては、減損の兆候はあり

ませんでしたが、上記資産につい

ては遊休状態であるため、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（4百万円）

として特別損失に計上しました。

なお、当該遊休資産の回収可能

価額は正味売却価額を用いて測定

しており、正味売却価額は不動産

鑑定評価額等に基づき評価してお

ります。

※３．　　 ────── ※３．減損損失

当事業年度において、当社は以

下の資産について減損損失を計上

しました。

場所 用途 種類
減損損失
(百万円)

神奈川県
鎌倉市

遊休資産 土地 1

静岡県
賀茂郡　他

遊休資産 土地 2

合計 － － 4

当社は、他の資産又は資産グ

ループのキャッシュ・フローから

概ね独立したキャッシュ・フロー

を生み出す単位として拠点別にグ

ルーピングを行いました。

グルーピングの単位である各拠

点においては、減損の兆候はあり

ませんでしたが、上記資産につい

ては遊休状態であるため、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失（4百万円）

として特別損失に計上しました。

なお、当該遊休資産の回収可能

価額は正味売却価額を用いて測定

しており、正味売却価額は不動産

鑑定評価額等に基づき評価してお

ります。
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（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６月１日　至　平成18年11月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末
株式数

（株）

当中間会計期間
増加株式数

（株）

当中間会計期間
減少株式数

（株）

当中間会計期間末
株式数

（株）

自己株式     

　　普通株式（注） 25,713 361,260 － 386,973

　　　　合計 25,713 361,260 － 386,973

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加361,260株は、単元未満株式の買取りによる増加260株、連結子会社の吸収

　　　　合併に伴う連結子会社保有の親会社株式（当社株式）の受入れによる増加361,000株であります。

 

前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末
株式数

（株）

当期
増加株式数

（株）

当期
減少株式数

（株）

当期末
株式数

（株）

自己株式     

　　普通株式（注） 22,631 3,082 － 25,713

　　　　合計 22,631 3,082 － 25,713

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,082株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（借主側） （借主側） （借主側）

１．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、減損損失累計

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、減損損失累計

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、減損損失累計

額相当額及び期末残高相当額

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固定資
産(その他)

365 164 200

無形固定資
産

28 13 14

　　合計 393 178 215

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

有形固定資
産(その他)

400 182 218

無形固定資
産

27 18 8

　　合計 427 200 227

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

有形固定資
産(その他)

431 176 255

無形固定資
産

28 16 12

　　合計 460 192 267

(2）未経過リース料中間期末残高相当

額等

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

額等

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等

未経過リース料期末残高相当額

１年以内 155百万円

１年超 235

合計 391

１年以内 137百万円

１年超 188

合計 326

１年以内 153百万円

１年超 252

合計 405

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

支払リース料 45百万円

減価償却費相当額 43

支払利息相当額 2

支払リース料 48百万円

減価償却費相当額 46

支払利息相当額 2

支払リース料 95百万円

減価償却費相当額 90

支払利息相当額 4

(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

価額を零とする定額法によっており

ます。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額と

し、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 2百万円

１年超 6

合計 9

 

２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 9百万円

１年超 4

合計 13

 

２．オペレーティング・リース取引

　未経過リース料

１年以内 28百万円

１年超 3

合計 32
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前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

（貸主側） （貸主側） （貸主側）

１．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

　未経過リース料中間期末残高相当

額

　未経過リース料中間期末残高相当

額

　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 77百万円

１年超 94

合計 172

１年以内 48百万円

１年超 46

合計 94

１年以内 63百万円

１年超 70

合計 133

（上記は、全て転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料中間期末

残高相当額であります。なお、当該

転貸リース取引はおおむね同一の条

件で第三者にリースしているので、

ほぼ同額の残高が上記借主側の未経

過リース料中間期末残高相当額に含

まれております。）

同左 （上記は、全て転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料期末残高

相当額であります。なお、当該転貸

リース取引はおおむね同一の条件で

第三者にリースしているので、ほぼ

同額の残高が上記借主側の未経過

リース料期末残高相当額に含まれて

おります。）

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失

はありません。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額      1,220円06銭     1,312円45銭           1,248円66銭

１株当たり中間（当期）純

利益
    59円99銭       98円53銭     89円31銭

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

  59円93銭     98円48銭     89円03銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり中間（当期）純

利益金額
   

中間（当期）純利益（百万

円）
  1,047 1,753  1,561

普通株主に帰属しない金

額（百万円）
－ － － 

普通株式に係る中間（当

期）純利益（百万円）
1,047 1,753 1,561

期中平均株式数（千株）       17,457     17,794     17,490

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益金額
   

中間（当期）純利益調整

額（百万円）
－ － － 

普通株式増加数（千株） 17 8 54

（うち旧商法の規定によ

る新株引受権）
（－） （8） （54）

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の

概要

────── ────── ──────
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

──────

 

当社は、平成19年１月18日開催の

取締役会において、平成19年６月１

日を期して、当社の連結子会社であ

る佐鳥オートマチックス株式会社を

吸収合併することを決議し、同日合

併契約を締結いたしました。 

──────

 

 

 

 1.合併の目的

被合併会社である佐鳥オートマチッ

クス株式会社は、当社の100％出資子

会社であり、昭和44年の会社発足以

来、自動機器・制御部品・機器等の

販売を行ってまいりましたが、同事

業のリソースを集結することにより、

販売体制の強化を図り、ＣＳＭの向

上及び経営効率を追求することを目

的に、佐鳥オートマチックス株式会

社を吸収合併することといたしまし

た。

 

 

 

 

 2.合併の要旨

(1)合併期日（効力発生日）

  平成19年６月１日

(2)合併方式

　当社を存続会社とする吸収合併

方式で、佐鳥オートマチックス株

式会社は解散いたします。

(3)合併比率

　当社は佐鳥オートマチックス株

式会社の全株式を所有しているの

で、合併による新株の発行及び資

本金の増加は行いません。

(4)会計処理の概要

　企業結合に係る会計基準上、共

通支配下の取引に該当します。

(5)財産の引継ぎ

　佐鳥オートマチックス株式会社

の平成19年５月31日現在の貸借対

照表、その他同日現在の計算を基

礎とし、一切の資産、負債及び権

利義務を当社に引継ぎいたします。
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前中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年11月30日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 

 

(6)佐鳥オートマチックス株式会社

の概要

(イ)事業内容

　　電子部品・電子機器の販売及

びこれらに付帯する事業

(ロ)最近事業年度（平成17年６月

１日～平成18年５月31日）の

業績

  売上高　　　16,764百万円

  　　当期純利益　　　43百万円

(ハ) 最近事業年度末（平成18年５

月31日現在）の総資産、純資

産の額

  総資産　　　 7,484百万円

  純資産　　　   880百万円
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