
(財)財務会計基準機構会員
 

平成20年３月期　中間決算短信 平成19年11月14日

上場会社名 サンウエーブ工業株式会社 上場取引所 東証一部

コード番号 7993 ＵＲＬ　http://www.sunwave.co.jp/

代表者　　　　　（役職名）取締役社長 （氏名）織田　昌之助

問合せ先責任者　（役職名）執行役員財務部長（氏名）熊澤　敏男 ＴＥＬ　（　03　）　3518　－　4317

半期報告書提出予定日 平成19年12月21日   

（百万円未満切捨て）

１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 47,462 0.1 △219 － △140 － △1,851 －

18年９月中間期 47,420 7.2 426 △15.5 248 30.4 △59 －

19年３月期 101,573 9.5 1,975 43.5 1,501 76.5 790 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △38 47 － －

18年９月中間期 △1 23 － －

19年３月期 16 43 15 12

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年９月中間期 72,782 33,724 46.3 700 84

18年９月中間期 80,490 35,150 43.7 729 98

19年３月期 78,187 35,989 46.0 747 66

（参考）自己資本 19年９月中間期 33,724百万円 18年９月中間期 35,150百万円 19年３月期 35,989百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 1,034 △1,326 △1,925 5,979

18年９月中間期 1,251 △707 △705 11,167

19年３月期 3,518 △1,532 △5,110 8,196

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － 3 50 3 50

20年３月期（予想） － 未定 未定

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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 96,100 △5.4 △730 － △910 － △2,650 － △55 06
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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）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、12ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 50,396,500株 18年９月中間期 50,396,500株 19年３月期 50,396,500株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 2,276,105株 18年９月中間期 2,244,289株 19年３月期 2,260,018株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 43,517 △2.3 △411 － △187 － △1,827 －

18年９月中間期 44,532 7.6 327 △20.5 172 39.7 △101 －

19年３月期 94,522 8.5 1,653 37.9 1,237 64.9 703 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △37 97

18年９月中間期 △2 11

19年３月期 14 60

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 70,797 33,249 47.0 690 97

18年９月中間期 78,754 34,697 44.1 720 58

19年３月期 75,812 35,490 46.8 737 29

（参考）自己資本 19年９月中間期 33,249百万円 18年９月中間期 34,697百万円 19年３月期 35,490百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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 88,400 △6.5 △1,000 － △1,000 － △2,650 － △55 06

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、原油や原材料価格の上昇はあったものの企業収益の改善に伴う設備

投資の増加、雇用者所得の増加による個人消費の回復が見られ、景気は緩やかながらも拡大基調で推移いたしまし

た。

　しかしながら、住宅市場におきましては、平成19年度上期の新設住宅着工戸数は、全体的に低迷し、特に平成19年

６月20日の改正建築基準法施行により、第２四半期は大幅に落ち込んでおります。また、住宅設備機器市場は、リ

フォームが依然として盛り上がりを欠き、収益性が悪化する中で、販売競争が更に熾烈化する厳しい環境にありま

す。

　このような環境のなか、当社グループは、営業面におきましては、平成19年４月に強化した主軸商品のシステムキッ

チン「サンヴァリエ＜ピット＞」に続き、７月にオール電化住宅用システムキッチンとして「スタイルキッチン」を

発売し、提案性・収益性の高い中高級価格帯における商品力をさらに充実・強化いたしました。一方、ショールーム

におきましては、柏ショールーム、岡山ショールームの移転・リニューアルを行うなど、更なる充実強化を図りまし

た。

　生産面におきましては、ステンレス等の金属素材を筆頭に木質系・樹脂系など殆どの購入資材の価格が高騰を続け

るなか、引き続き生産性の効率化やコストダウンに積極的に取り組んでまいりました。

　このような諸施策を実施してまいりました結果、当中間期の連結売上高は、新設住宅着工戸数の減少やリフォーム

需要低迷から住宅用厨房設備機器部門は前年同期には及ばなかったものの、業務用設備機器部門が好調だったことか

ら、474億６千２百万円（前中間期比0.1％増）と若干の増収となりました。　

　しかし利益面では、相次ぐ原材料価格の上昇に加え、ユーロ高に伴う輸入資材の高騰が重なり大幅なコスト負担が

生じ、営業損失は２億１千９百万円（前中間期営業利益は４億２千６百万円）、経常損失は１億４千万円（前中間期

経常利益は２億４千８百万円）となりました。

　中間純損益におきましては、「小形キッチンユニット用電気こんろ」の無償改修促進に伴う費用負担（総額６億６

千万円）を特別損失として計上するとともに、新たに次の案件につき特別損失として処理したことが重なり、損失が

拡大いたしました。

①減損損失の計上

　当社グループが札幌市清田区に保有する賃貸物件については、投資額の回収が困難になったことから減損損失１億

５千４百万円を計上いたしました。

②過年度製品保証引当金の計上

　販売済みの製品に関わる修理費用は、これまで支出時に費用処理を行っておりましたが、過年度に起因する修理費

用の発生に鑑み、財務の健全性を高め、期間損益計算の適正化を図る見地から、過去の発生率等に基づく見積額５億

５百万円を引当金繰入損として計上いたしました。

　以上の結果、中間純損失は18億５千１百万円（前中間期純損失は５千９百万円）となりました。

　また、当社単独の業績につきましては、売上高435億１千７百万円（前中間期比2.3％減）、経常損失は１億８千７

百万円（前中間期経常利益は１億７千２百万円）、中間純損失は18億２千７百万円（前中間期純損失は１億１百万円）

となりました。

　事業部門別の業績は、以下のとおりであります。

（住宅用厨房設備機器部門）

　当部門では、収益性の向上を図るため、平成19年４月に主力システムキッチン「サンヴァリエ＜ピット＞」を強化

し、７月にオール電化住宅用システムキッチンとして「スタイルキッチン」を発売し、その早期浸透と拡販に努めま

した。また、普及価格帯でのシステムキッチンの拡販に全力を傾注してまいりました。当部門の売上高は376億２千６

百万円（前中間期比1.8％減）となりました。

（住宅用衛生設備機器部門）

　当部門では、浴室・浴槽（バス）と洗面化粧台を商品としておりますが、システムバスおよび洗面化粧台ともに競

争の激化による販売価格の低下があり、厳しい状況となりました。

当部門の売上高は52億３千５百万円（前中間期比5.5％減）となりました。

（業務用設備機器部門）

　当部門では、グループ会社の株式会社ＳＷキッチンテクノが主体となり、ファーストフード、ファミリーレストラ

ンなどの外食産業チェーン店をターゲットとして積極的な提案活動を行い、拡販に努めてまいりました。また、食育

をテーマにしたキッズキッチン（平成17年３月発売）が新領域デザイン部門で2007年度グッドデザイン賞（新領域デ

ザイン部門）を受賞いたしました。今年度は、株式会社ＳＷキッチンテクノの積極的な販売活動による売上増が寄与

し、当部門の売上高は39億３千万円（前中間期比33.5％増）となりました。

（その他の部門）

　部品販売等の当部門の売上高は６億６千９百万円（前中間期比7.7％増）となりました。 
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（通期の見通し）

　今後の見通しといたしましては、住宅着工の大幅な減少を受け、住宅設備への影響は下期から本格化すると予想さ

れます。また、リフォーム需要の急速な盛り上がりは予想し難く、原材料価格高騰や為替の影響により収益圧迫が続

くと予想しております。

　当社グループといたしましては、これまで取り組んできた営業力強化施策を引き続き推し進めると共に、トータル

コスト低減に向けた取り組みを一層強化してまいりますが、今年度下期の業績回復は難しく、来年度に向け確実な回

復を目指してゆく所存であります。 

(2）財政状態に関する分析

「当中間期の概況」

　 当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、10億３千４百万円（前年同期と比べ２億１千７百万円

の収入減）となりました。これは、税金等調整前中間純損失が15億７千７百万円となったものの、仕入債務の減少16

億１百万円、売上債権の減少31億５千万円があったこと等によるものです。

　投資活動による資金の減少は、13億２千６百万円（前年同期と比べ６億１千９百万円の支出増）となりました。こ

れは、有形固定資産等の取得12億１千８百万円に加え、投資有価証券の取得８千２百万円による支出があったこと等

によるものです。

　財務活動による資金の減少は、19億２千５百万円（前年同期に比べ12億２千万円の支出増）となりました。これは、

転換社債の償還による支出68億５千６百万円のため、短期の借入を56億円行ったこと等によるものです。

　以上の結果、当中間連結会計期間の資金は、前連結会計年度末に比べ22億１千６百万円減少し、59億７千９百万円

となりました。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成18年３月期 平成19年３月期 平成19年９月期 

自己資本比率(%) 43.4 46.0 46.3

時価ベースの自己資本比率(%) 23.8 20.7 14.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 28.4 4.8 14.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 3.2 14.0 9.1

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注１)　いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

(注２)　株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

(注３)　キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

(注４)　有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、業績に応じた株主各位への適切な利益還元の実施を重要な経営方針の一つとしております。これからの業

績見通しを踏まえつつ、長期的視点に立ち、今後の収益力や財務体質の強化に向けた事業展開に必要な内部留保の確

保を図りながら、株主各位への利益還元を安定かつより充実させることを配当政策の基本方針としております。

　内部留保資金につきましては、収益基盤の充実と競争力強化のための投資、ならびに財務体質の維持・強化に活用

し、効率的な経営による企業価値の向上に努めてまいります。

　なお、当期の期末予想配当金につきましては、改正建築基準法施行の影響から新設住宅市場が未曾有の混乱に陥っ

ており、業績の先行きが極めて不透明であることから、現段階では予想を差し控えさせていただき未定としており、

今後の業績推移等を勘案しながら決定次第、速やかに公表いたします。

２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略、(4）会社の対処すべき課題

　平成19年３月期決算短信（平成19年5月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（当社ホームページ）

http://www.sunwave.co.jp
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 11,167 5,979 8,196

２．受取手形及び
売掛金

※４ 26,528 25,274 28,423

３．たな卸資産 4,494 3,971 3,920

４．繰延税金資産 507 467 504

５．未収入金 － 3,711 －

６．その他 4,760 900 4,040

貸倒引当金 △14 △14 △17

流動資産合計 47,442 58.9 40,290 55.4 △7,151 45,067 57.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構
築物

20,114 20,482 20,426

減価償却累
計額

12,059 8,055 12,525 7,957 12,305 8,120

(2）機械装置及
び運搬具

14,923 14,972 14,879

減価償却累
計額

11,924 2,998 11,999 2,972 11,795 3,083

(3）土地 12,425 12,211 12,392

(4）その他 4,143 4,240 4,076

減価償却累
計額

3,600 542 3,619 621 3,579 497

有形固定資産
合計

24,022 23,762 △260 24,094

２．無形固定資産 1,251 1,369 118 1,363

３．投資その他の
資産

(1）投資有価証
券

1,962 1,607 1,910

(2）繰延税金資
産

1,692 1,828 1,794

(3）その他 4,492 4,319 4,393

貸倒引当金 △417 △395 △436

投資その他の
資産合計

7,730 7,359 △370 7,661

固定資産合計 33,004 41.0 32,491 44.6 △512 33,119 42.4

Ⅲ　繰延資産

１．社債発行費 43 － △43 －

繰延資産合計 43 0.1 － － △43 － －

資産合計 80,490 100 72,782 100 △7,708 78,187 100

－ 5 －



前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び
買掛金

12,753 11,681 13,282

２．短期借入金 ※２ 4,820 6,000 400

３．一年以内に償
還予定の社債

628 519 628

４．一年以内に償
還予定の転換
社債

6,856 － 6,856

 ５．一年以内に返
済予定の長期
借入金

332 480 401

６．賞与引当金 1,062 1,035 1,128

 ７．特別クレーム
補償引当金

－ 462 －

８．その他 ※３ 2,841 3,456 3,842

流動負債合計 29,294 36.4 23,635 32.5 △5,659 26,539 34.0

Ⅱ　固定負債

１．社債 ※２ 3,269 2,750 2,955

２．長期借入金 ※２ 5,336 5,339 5,600

３．退職給付引当
金

7,432 6,845 7,093

４．役員退職慰労
金引当金

9 8 9

５．製品保証引当
金

－ 478 －

固定負債合計 16,046 19.9 15,421 21.2 △625 15,658 20.0

負債合計 45,340 56.3 39,057 53.7 △6,283 42,197 54.0

（純資産の部）

 Ⅰ　株主資本

１．資本金 13,852 17.2 13,852 19.0 － 13,852 17.7

２．資本剰余金 12,464 15.5 12,464 17.1 － 12,464 15.9

３．利益剰余金 8,910 11.1 7,740 10.7 △1,169 9,760 12.5

４．自己株式 △656 △0.8 △667 △0.9 △10 △662 △0.8

 株主資本合計 34,570 43.0 33,390 45.9 △1,179 35,415 45.3

 Ⅱ　評価・換算差額
等

１．その他有価
証券評価差
額金

509 0.6 249 0.3 △260 475 0.6

２．繰延ヘッジ
損益

69 0.1 84 0.1 15 98 0.1

 評価・換算差額
等合計

579 0.7 333 0.4 △245 574 0.7

 純資産合計 35,150 43.7 33,724 46.3 △1,425 35,989 46.0

 負債純資産合計 80,490 100 72,782 100 △7,708 78,187 100

－ 6 －



(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 47,420 100 47,462 100 42 101,573 100

Ⅱ　売上原価 32,807 69.2 33,177 69.9 370 70,017 68.9

売上総利益 14,612 30.8 14,285 30.1 △327 31,556 31.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 14,185 29.9 14,504 30.6 318 29,581 29.2

営業利益又は損失(△) 426 0.9 △219 △0.5 △646 1,975 1.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 2 5 8

２．受取配当金 19 144 24

３．賃貸料 36 35 64

４．仕入割引 45 48 100

５．信託受益権償還益 － 34 41

６．その他 79 184 0.4 71 339 0.7 154 103 342 0.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 132 113 258

２．支払手数料 － 46 16

３．売上割引 73 70 157

４．社債発行費償却 43 － 87

５．製品瑕疵補償費 70 － 160

６．その他 42 362 0.8 29 259 0.5 △102 134 816 0.8

経常利益又は損失（△） 248 0.5 △140 △0.3 △389 1,501 1.5

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 12 49 12

２．固定資産売却益 ※２ 0 0 36

３．ゴルフ会員権売却益 4 17 0.1 － 49 0.1 32 4 53 0.1

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却除却損 ※３ 160 108 336

２．投資有価証券評価損 － 8 2

３．特別クレーム補償関連費用 ※４ － 660 －

４．過年度製品保証引当金繰入損 － 505 －

５．ゴルフ会員権評価損 3 － 3

６．ゴルフ会員権売却損 1 － 1

７．子会社出資金評価損  － 45 －

８．減損損失 ※５ － 154 －

９．貸倒引当金繰入額 14 179 0.4 4 1,486 3.1 1,306 13 356 0.4

税金等調整前中間(当期)純利
益又は中間純損失（△）

86 0.2 △1,577 △3.3 △1,663 1,198 1.2

法人税、住民税及び事業税 85 114 385

過年度法人税等 － － 62

法人税等調整額 59 145 0.3 160 274 0.6 129 △40 407 0.4

当期純利益又は中間純損失
（△）

△59 △0.1 △1,851 △3.9 △1,792 790 0.8

－ 7 －



(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

資本金 
資本
剰余金

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

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
13,852 12,464 9,090 △650 34,756 553 － 553 35,309

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)   △120  △120    △120

中間純損失   △59  △59    △59

自己株式の取得    △5 △5    △5

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     △43 69 25 25

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － △179 △5 △185 △43 69 25 △159

平成18年９月30日　残高　　　　　

（百万円）
13,852 12,464 8,910 △656 34,570 509 69 579 35,150

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

資本金 
資本
剰余金

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

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
13,852 12,464 9,760 △662 35,415 475 98 574 35,989

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △168  △168    △168

中間純損失   △1,851  △1,851    △1,851

自己株式の取得    △4 △4    △4

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     △226 △13 △240 △240

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － △2,019 △4 △2,024 △226 △13 △240 △2,265

平成19年９月30日　残高

（百万円）
13,852 12,464 7,740 △667 33,390 249 84 333 33,724

－ 8 －



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

資本金 
資本
剰余金

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

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
13,852 12,464 9,090 △650 34,756 553 － 553 35,309

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当(注)   △120  △120    △120

当期純利益   790  790    790

自己株式の取得    △11 △11    △11

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額（純額）
     △77 98 20 20

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － 670 △11 659 △77 98 20 679

平成19年３月31日　残高

（百万円）
13,852 12,464 9,760 △662 35,415 475 98 574 35,989

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

－ 9 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の要約

連結キャッシュ・フロー

計算書

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 増減(百万円) 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・

フロー

１．税金等調整前中間(当期)純

利益又は中間純損失(△)
86 △1,577  1,198

２．減価償却費 1,020 1,144  2,063

３．賞与引当金の増加額(又は減

少額(△))
42 △93  108

４．退職給付引当金の減少額 △281 △248  △620

５．役員退職慰労金引当金の減

少額
－ △0  －

６．貸倒引当金の減少額 △7 △44  △21

７．特別クレーム補償引当金の

増加額
－ 462  －

８．製品保証引当金の増加額 － 478  －

９．受取利息及び受取配当金 △22 △149  △32

10．支払利息 132 113  258

11．支払手数料 － 46  16

12．投資有価証券評価損 － 8  2

13．子会社出資金評価損 － 45  －

14．ゴルフ会員権評価損 3 －  3

15．減損損失 － 154  －

16．固定資産除売却損益 159 108  300

17．売上債権の減少額(又は増加

額(△))
1,030 3,150  △886

18．たな卸資産の減少額(又は増

加額(△))
△506 △51  67

19．仕入債務の増加額 498 △1,601  1,027

20．未収入金の減少額又は増加

額（△）
－ △456  509

21．その他 △619 △118  38

小計 1,535 1,370 △165 4,033

21．利息及び配当金の受取額 22 149  32

22．利息の支払額 △133 △113  △251

23．法人税等の支払額 △172 △373  △296

営業活動によるキャッシュ・

フロー
1,251 1,034 △217 3,518

－ 10 －



前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日)

対前中間期比

前連結会計年度の要約

連結キャッシュ・フロー

計算書

(自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日)

区分
注記

番号
金額（百万円） 金額（百万円） 増減(百万円) 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・

フロー

１．定期預金の払戻による収入 10 －  10

２．投資有価証券の取得による

支出
△3 △82  △6

２．投資有価証券の売却による

収入
－ 2  －

３．有形固定資産等の取得によ

る支出
△799 △1,224  △1,661

４．有形固定資産等の売却によ

る収入
3 23  50

５．貸付けによる支出 △0 △16  △20

６．貸付金の回収による収入 33 57  40

７．その他 47 △86  55

投資活動によるキャッシュ・

フロー
△707 △1,326 △618 △1,532

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・

フロー

１．短期借入金の純増加額(又は

純減少額(△))
△100 5,600  △4,520

２．長期借入れによる収入 － －  500

３．長期借入金の返済による支

出
△166 △182  △332

４．社債の償還による支出 △314 △314  △628

５．転換社債の償還による支出 － △6,856  －

６．自己株式の取得による支出 △5 △4  △11

７．配当金の支払額 △119 △168  △119

財務活動によるキャッシュ・

フロー
△705 △1,925 △1,220 △5,110

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換

算差額
9 0 △9 2

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額

(又は減少額(△))
△151 △2,216 △2,065 △3,122

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 11,319 8,196 △3,122 11,319

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期

末(期末)残高
※１ 11,167 5,979 △5,187 8,196

      

－ 11 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社

　子会社のうちサンウエーブレ

クア(株)及び(株)ＳＷキッチン

テクノの２社を連結の範囲に含

めております。　

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社

同左　

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社

同左　

(2）非連結子会社

　子会社のうちサンウエーブリ

ビングデザイン(株)ほか５社は

連結の範囲に含めておりません。

(2）非連結子会社

同左　

(2）非連結子会社

同左　

(3）連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社６社は、いずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金（持分に見合う額）

等は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼさないの

で連結の範囲より除外しました。

(3）連結の範囲から除いた理由

同左　

(3）連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社６社は、いずれ

も小規模会社であり、合計の総

資産、売上高、純損益及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼさないので連結の範

囲より除外しました。

２．持分法の適用に関する事項

　非連結子会社６社については中

間純損益及び利益剰余金（持分に

見合う額）等に及ぼす影響が軽微

であり、また、全体としても中間

連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

さないので持分法の範囲より除外

しました。

２．持分法の適用に関する事項

同左　

２．持分法の適用に関する事項

　非連結子会社６社については純

損益及び利益剰余金（持分に見合

う額）等に及ぼす影響が軽微であ

り、また、全体としても連結財務

諸表に重要な影響を及ぼさないの

で持分法の範囲より除外しました。

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　当社と同一の中間決算日であり

ます。

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する

事項

　当社と同一の決算日であります。

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

(ア) 有価証券

子会社株式

……総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、

売却原価は移動平均法

により算定）

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

(ア) 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

同左　

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

(ア) 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

……決算期末日の市場価格

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

却原価は移動平均法に

より算定）
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

時価のないもの

……総平均法による原価

法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(イ) デリバティブ取引により生

ずる債権及び債務

時価法

(イ) デリバティブ取引により生

ずる債権及び債務

同左

(イ) デリバティブ取引により生

ずる債権及び債務

同左

(ウ) たな卸資産

　商品、製品、半製品、原材料、

仕掛品、貯蔵品について、総平

均法による原価法によっており

ます。

(ウ) たな卸資産

同左

(ウ) たな卸資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(ア) 有形固定資産

　連結子会社は、定率法を

採用しておりますが、当社

は建物、機械及び装置は定

額法、それ以外については

定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。

建物及び構築物

３～50年

機械装置及び運搬具

４～13年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(ア) 有形固定資産

　連結子会社は、定率法を

採用しておりますが、当社

は建物、機械及び装置は定

額法、それ以外については

定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。

建物及び構築物

３～50年

機械装置及び運搬具

４～13年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(ア) 有形固定資産

　連結子会社は、定率法を

採用しておりますが、当社

は建物、機械及び装置は定

額法、それ以外については

定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。

建物及び構築物

３～50年

機械装置及び運搬具

４～13年

(会計方針の変更)

　法人税法の改正((所得税法等

の一部を改正する法律　平成19

年３月30日　法律第６号)及び

(法人税法施行令の一部を改正す

る政令　平成19年３月30日　政

令第83号))に伴い、平成19年４

月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基

づく方法に変更しております。

　当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。

(追加情報)

　なお、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。

　この変更に伴い、前中間連結

会計期間と同一の方法によった

場合と比べ、営業損失、経常損

失、税金等調整前中間純損失が

66百万円それぞれ増加しており

ます。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(イ) 無形固定資産

　定額法によっております。

なお、ソフトウエア（自社

利用分）については、社内

における利用可能期間(5年)

に基づく定額法によってお

ります。

(イ) 無形固定資産

同左

(イ) 無形固定資産

同左

(ウ) 繰延資産の処理方法

社債発行費

　旧商法施行規則に規定す

る最長期間(3年間)で毎期均

等償却しております。

(ウ) 　―――――― (ウ) 繰延資産の処理方法

社債発行費

　３年間で毎期均等償却し

ております。

(3) 重要な引当金の計上基準

(ア) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権は

貸倒実績率法、貸倒懸念債

権及び破産更生債権等は財

務内容評価法によっており

ます。

(3) 重要な引当金の計上基準

(ア) 貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

(ア) 貸倒引当金

同左

(イ) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充

当するため、支給見込額に

基づき計上しております。

(イ) 賞与引当金

同左

(イ) 賞与引当金

同左

(ウ) 　―――――― (ウ) 特別クレーム補償引当金

　当社グループで実施する

「小形キッチンユニット用

電気こんろ」の無償改修促

進の強化策実施に伴う将来

の費用負担見込額を特別ク

レーム補償引当金として計

上しております。

(ウ) 　――――――

(エ) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

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、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（14

年）による定額法により按

分した額を、それぞれ発生

の翌連結会計年度から費用

処理しております。

(エ) 退職給付引当金

同左

(エ) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

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、各

連結会計年度の発生時にお

ける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（14

年）による定額法により按

分した額を、それぞれ発生

の翌連結会計年度から費用

処理しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　過去勤務債務は、その発

生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法

により按分した額を発生し

た連結会計年度から費用処

理しております。

　過去勤務債務は、その発

生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法

により按分した額を発生し

た連結会計年度から費用処

理しております。

(オ) 役員退職慰労金引当金

　役員の退職慰労金の支給

に充当するため、内規に基

づく中間期末要支給額を計

上しております。

(オ) 役員退職慰労金引当金

同左

(オ) 役員退職慰労金引当金

　役員の退職慰労金の支給

に充当するため、内規に基

づく期末要支給額を計上し

ております。

(カ) 　―――――― (カ)製品保証引当金

　製品の修理費用の支出に備

えるため、過去の実績率を基

礎に将来の費用負担見込額を

計上しております。

(会計方針の変更)

　製品の修理費用につきまし

ては、従来支出時の費用とし

て売上原価、販売費及び一般

管理費、および営業外費用に

計上しておりましたが、当中

間連結会計期間より過去の売

上高に対する支出割合に基づ

き算出した見積額を販売時の

売上原価として計上する方法

に変更し、その見込額を製品

保証引当金として計上してお

ります。この変更は過年度に

起因する修理費用の発生額の

重要性が高まったため、財務

の健全性を高め、期間損益計

算の適正化を図る見地から実

施したものであります。

　この変更に伴い、前中間連

結会計期間と同一の方法に

よった場合と比べ、営業損失

が６百万円増加し、経常損失

が26百万円減少し、税金等調

整前中間純損失が478百万円

増加しております。

(カ) 　――――――
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4) 重要な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。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

(ア) ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用し

ております。また、為替変

動リスクのヘッジについて

振当て処理の要件を満たし

ている場合には振当て処理

を、金利スワップについて

は特例処理の条件を満たし

ている場合には特例処理を

採用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

(ア) ヘッジ会計の方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

(ア) ヘッジ会計の方法

同左

(イ) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　為替予約取引、

通貨オプショ

ン取引、金利

スワップ取引

ヘッジ対象　外貨建輸入取

引、借入金の

利息

(イ) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(イ) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(ウ) ヘッジ方針

　「社内手続」に則り、外

貨建債務の決済時における

為替変動リスク及び借入金

の金利変動リスクをヘッジ

しております。

(ウ) ヘッジ方針

同左

(ウ) ヘッジ方針

同左

(エ) ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジの開始時から有効

性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象とヘッジ

手段の相場変動の累計を比

較し、両者の変動額等を基

礎にして判断しておりま

す。

　ただし、特例処理によっ

ている金利スワップ取引に

ついては有効性の評価を省

略しております。

(エ) ヘッジ有効性評価の方法

同左

(エ) ヘッジ有効性評価の方法

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(6) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５．連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

　当中間連結会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は35,080百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、中間連結財務諸表規則の改正

に伴い、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

────── (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

　当連結会計年度より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は35,891百万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成して

おります。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

────── (中間連結貸借対照表関係） 

　「未収入金」は、前中間連結会計期間においては、流動

資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間

連結会計期間において資産の総額の100分の5を超えたため

区分掲記いたしました。

 なお、前中間連結会計期間の「未収入金」の金額は、3,826

百万円であります。

(中間連結損益計算書関係） 

　「社債発行費償却」は、前中間連結会計期間においては、

営業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間において営業外費用の総額の100分の

10を超えたため区分掲記いたしました。

 なお、前中間連結会計期間の「社債発行費償却」の金額

は、45百万円であります。

　「製品瑕疵補償費」は、前中間連結会計期間においては、

営業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間連結会計期間において営業外費用の総額の100分の

10を超えたため区分掲記いたしました。

 なお、前中間連結会計期間の「製品瑕疵補償費」の金額

は、40百万円であります。

(中間連結損益計算書関係） 

　「信託受益権償還益」は、前中間連結会計期間において

は、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました

が、当中間連結会計期間において営業外収益の総額の100

分の10を超えたため区分掲記いたしました。

 なお、前中間連結会計期間の「信託受益権償還益」の金

額は、17百万円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

　１．債務保証

　従業員の金融機関からの住宅

資金借入金の一部60百万円につ

いて債務保証を行っております。

　１．債務保証

　従業員の金融機関からの住宅

資金借入金の一部56百万円につ

いて債務保証を行っております。

　１．債務保証

　従業員の金融機関からの住宅

資金借入金の一部58百万円につ

いて債務保証を行っております。

 ※２．財務制限条項

 (1)　社債

　社債のうち、2,000百万円には

財務制限条項がついており、下記

財務制限条項３つのうち２つに抵

触した場合、借入先の要求に基づ

き、社債を分割償還することがあ

ります。当該条項は以下のとおり

であります。

（条項）

 （イ）貸借対照表において、自己資本

比率が12.5％未満にならないこ

と。

 （ロ）損益計算書における営業損益お

よび経常損益の額が、両方とも

同時にマイナスとならないこと。

 （ハ）有利子負債償還年数が０年以上

９年以下を維持すること。年数

の計算式は以下のとおりとする。

 有利子負債償還年数＝

（総有利子負債－正常運転資金

「注１」－余剰現預金「注

２」)「注３」÷(税引後当期利

益＋減価償却費－社外流出「注

４」)

 注１　正常運転資金＝売掛金＋受取手

形(割引手形を除く)＋たな卸資

産－買掛金－支払手形(設備支

払手形を除く)ただし、正常運

転資金<０の場合は、正常運転

資金＝０とする。

 注２　余剰現預金＝現預金－月商１か

月分　ただし、月商１か月＞現

預金の場合は余剰現預金＝０と

する。

 ※２．財務制限条項

 (1)　社債

同左

 ※２．財務制限条項

 (1)　社債

　社債のうち、2,000百万円には

財務制限条項がついており、下記

財務制限条項３つのうち２つに抵

触した場合、借入先の要求に基づ

き、社債を分割償還することがあ

ります。当該条項は以下のとおり

であります。

（条項）

 （イ）貸借対照表において、自己資本

比率が12.5％未満にならないこ

と。

 （ロ）損益計算書における営業損益お

よび経常損益の額が、両方とも

同時にマイナスとならないこと。

 （ハ）有利子負債償還年数が０年以上

９年以下を維持すること。年数

の計算式は以下のとおりとする。

 有利子負債償還年数＝

（総有利子負債－正常運転資金

「注１」－余剰現預金「注

２」)「注３」÷(税引後当期利

益＋減価償却費－社外流出「注

４」)

 注１　正常運転資金＝売掛金＋受取手

形(割引手形を除く)＋たな卸資

産－買掛金－支払手形(設備支

払手形を除く)ただし、正常運

転資金<０の場合は、正常運転

資金＝０とする。

 注２　余剰現預金＝現預金－月商１か

月分　ただし、月商１か月＞現

預金の場合は余剰現預金＝０と

する。

 注３　総有利子負債－正常運転資金－

余剰現預金＜０の場合は０とす

る。 

 注４　社外流出＝役員賞与＋支払配当

金

  なお、当中間連結会計期間にお

きましては、有利子負債償還年数

は０年であります。

 注３　総有利子負債－正常運転資金－

余剰現預金＜０の場合は０とす

る。 

 注４　社外流出＝役員賞与＋支払配当

金

  なお、当連結会計年度末におき

ましては、有利子負債償還年数は

０年であります。
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

 (2)　　　　──────  (2)　短期借入金

  短期借入金には財務維持条項が

ついております。当該条項は以下

のとおりであります。

 （条項）

 （イ）単体の損益計算書上の営業損益

及び経常損益のいずれか一方も

しくは双方に関して、２期連続

して損失とならないこと。なお、

これには当該基準年度の直前の

年度の決算期にかかる単体の営

業損益に関して損失を計上した

場合に、当該基準年度の決算期

にかかる単体の経常損益に関し

て損失を計上すること、及び当

該基準年度の直前の年度の決算

期に単体の経常損益に関して損

失を計上した場合に、当該基準

年度の決算期にかかる営業損益

に関して損失を計上することは

含まれない。

 (2)　　　　──────

 （ロ）連結の損益計算書上の営業損益

及び経常損益のいずれか一方も

しくは双方に関して、２期連続

して損失とならないこと。なお、

これには当該基準年度の直前の

年度の決算期にかかる連結連結

業損益に関して損失を計上した

場合に、当該基準年度の決算期

にかかる連結の経常損益に関し

て損失を計上すること、及び当

該基準年度の直前の年度の決算

期に連結の経常損益に関して損

失を計上した場合に、当該基準

年度の決算期にかかる営業損益

に関して損失を計上することは

含まれない。

 (3)　長期借入金

　長期借入金のうち、5,000百万

円には財務維持条項がついており

ます。当該条項は以下のとおりで

あります。

 (3)　長期借入金

同左

 (3)　長期借入金

同左
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

 （条項）

 （イ）単体及び連結の貸借対照表にお

ける資本の部の金額が、直前の

年度決算期末における単体及び

連結の貸借対照表における資本

の部の金額、または2004年３月

期決算期末における単体及び連

結の貸借対照表における資本の

部の金額のいずれか高いほうの

金額の75％をそれぞれ下回らな

いこと。

 （ロ）単体及び連結の損益計算書にお

ける営業損益が、２期連続して

損失とならないこと。

 （ハ）単体及び連結の損益計算書にお

ける経常損益が、２期連続して

損失とならないこと。

※３．仮払消費税等及び仮受消費税等

の中間連結貸借対照表上の記載

方法

　仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

「その他」に含めて記載してお

ります。

※３．仮払消費税等及び仮受消費税等

の中間連結貸借対照表上の記載

方法

同左

※３．　　　――――――

※４．期末日満期手形

  中間期末日満期手形の会計処理

は、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。

　なお、当中間連結会計期間末日

が金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手

形が、中間連結会計期間末残高か

ら除かれております。

　受取手形　1,618百万円

※４．期末日満期手形

  中間期末日満期手形の会計処理

は、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。

　なお、当中間連結会計期間末日

が金融機関の休日であったため、

次の中間連結会計期間末日満期手

形が、中間連結会計期間末残高か

ら除かれております。

　受取手形　1,613百万円

 ※４．期末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会

計処理については、当連結会計年

度の末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。当連結

会計年度末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。

  受取手形　2,264百万円　

　５．　　　―――――― 　５．コミットメントライン契約

　資金調達の機動性と安定性の確

保、並びに有利子負債の圧縮を目

的とするものであります。

 

 

 

　　　　

特定融資枠契約の

総額

10,000百万円

借入実行残高 6,000

差引額 4,000百万円

　５．コミットメントライン契約

　平成19年9月末に到来する第４

回無担保転換社債（6,856百万円）

の償還に備えるとともに、転換社

債償還後の資金調達の機動性と安

定性の確保、並びに有利子負債の

圧縮を目的とするものであります。

　　　　

特定融資枠契約の

総額

10,000百万円

借入実行残高 －

差引額 10,000百万円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。

運搬費及び倉庫料 1,417百万円

広告宣伝費 749

給与手当 4,192

賞与引当金繰入額 844

退職給付費用 335

運搬費及び倉庫料 1,862百万円

給与手当 4,303

賞与引当金繰入額 744

退職給付費用 348

運搬費及び倉庫料 3,947百万円

広告宣伝費 1,518

給与手当 8,377

賞与引当金繰入額 817

退職給付費用 643

※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳 ※２．固定資産売却益の内訳

その他 0百万円

合計 0百万円

土地 0百万円

その他 0百万円

合計 0百万円

土地 35百万円

その他 0百万円

合計 36百万円

※３．固定資産売却除却損の内訳 ※３．固定資産売却除却損の内訳 ※３．固定資産売却除却損の内訳

建物及び構築物 23百万円

機械装置及び運搬具 75

長期前払費用 21

その他 39

合計 160百万円

建物及び構築物 55百万円

機械装置及び運搬具 16

土地 17

その他 19

合計 108百万円

建物及び構築物 70百万円

機械装置及び運搬具 151

土地 23

その他 90

合計 336百万円

※４．　　―――――― ※４．特別クレーム補償関連費用

　「小型キッチンユニット用電気

こんろ」の無償改修促進に伴う費

用であります。なお、内訳は次の

とおりであります。

特別クレーム補償引当

金繰入損
462百万円

特別クレーム補償費 197

合計 660百万円

※４．　　――――――

※５．　　―――――― ※５．減損損失

　当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産グルー

プ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

 清田区（北海

道札幌市)

賃貸

不動産 
土地 154

  賃貸価格水準の下落により、上

記資産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（154百万円）として

特別損失に計上しました。

※５．　　――――――

（グルーピングの方法） 

　当社グループは、資産を用途に

より事業用資産、賃貸用資産、遊

休資産に分類しております。また、

事業用資産については各社・各支

社店等の管理会計上の区分に基づ

き、賃貸用資産及び遊休資産は個

別物件単位でグルーピングしてお

ります。

－ 22 －



前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（回収可能価額の算定方法）

　使用価値により測定しており、

将来キャッシュフローを２％で割

り引いて算定しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式

 　　普通株式 50,396 － － 50,396

合計 50,396 － － 50,396

 自己株式

 　　普通株式 2,228 15 － 2,244

合計 2,228 15 － 2,244

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加15千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

３．配当に関する事項

平成18年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額　　　　　120百万円

（ロ）１株当たり配当額　　　2.5円

（ハ）基準日　　　　　　　　平成18年３月31日

（ニ）効力発生日　　　　　　平成18年６月30日

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式

 　　普通株式 50,396 － － 50,396

合計 50,396 － － 50,396

 自己株式

 　　普通株式 2,260 16 － 2,276

合計 2,260 16 － 2,276

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加16千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 該当事項はありません。

３．配当に関する事項

平成19年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額　　　　　168百万円

（ロ）１株当たり配当額　　　3.5円

（ハ）基準日　　　　　　　　平成19年３月31日

（ニ）効力発生日　　　　　　平成19年６月29日
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（千株）

当連結会計年度増加

株式数（千株）

当連結会計年度減少

株式数（千株）

当連結会計年度末　

株式数（千株）

 発行済株式

 　　普通株式 50,396 － － 50,396

合計 50,396 － － 50,396

 自己株式

 　　普通株式 2,228 31 － 2,260

合計 2,228 31 － 2,260

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加31千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

平成18年６月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額　　　　　120百万円

（ロ）１株当たり配当額　　　2.5円

（ハ）基準日　　　　　　　　平成18年３月31日

（ニ）効力発生日　　　　　　平成18年６月30日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの。

平成19年６月28日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

（イ）配当金の総額　　　　　168百万円

（ロ）配当の原資　　　　　　利益剰余金

（ハ）１株当たり配当額　　　3.5円

（ニ）基準日　　　　　　　　平成19年３月31日

（ホ）効力発生日　　　　　　平成19年６月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

※１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

※１．現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 11,167百万円

現金及び現金同等物 11,167百万円

現金及び預金勘定 5,979百万円

現金及び現金同等物 5,979百万円

現金及び預金勘定 8,196百万円

現金及び現金同等物 8,196百万円
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（リース取引関係）

　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計、営業損益の合計額に占める住宅設備関連事業の割合が、いずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計、営業損益の合計額に占める住宅設備関連事業の割合が、いずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計、営業損益の合計額及び資産の合計額に占める住宅設備関連事業の割合が、いずれ

も90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 729.98円

１株当たり中間純損失金

額
1.23円

　なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益金額については、1株当たり

中間純損失が計上されているため、

記載しておりません。

（追加情報）

　「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号）が平成18年１月

31日付で改正されたことに伴い、当

中間連結会計期間から繰延ヘッジ損

益（税効果調整後）の金額を普通株

式に係る中間期末の純資産額に含め

ております。

　なお、前連結会計年度末において

採用していた方法により算定した当

中間連結会計期間末の１株当たり純

資産額は728.54円であります。

１株当たり純資産額 700.84円

１株当たり中間純損失金

額
38.47円

　なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりませ

ん。

１株当たり純資産額 747.66円

１株当たり当期純利益金

額
16.43円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額

15.12円

（追加情報）

　「１株当たり当期純利益に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号）が平成18年１月

31日付で改正されたことに伴い、当

連結会計年度から繰延ヘッジ損益（税

効果調整後）の金額を普通株式に係

る連結会計年度末の純資産額に含め

ております。

　なお、前連結会計年度末において

採用していた方法により算定した当

連結会計年度末の１株当たり純資産

額は745.62円であります。

(注)　１株当たり中間（当期）純利益又は純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金

額又は中間（当期）純損失金額

中間（当期）純利益金額又は中間

（当期）純損失金額（百万円）
△59 △1,851 790

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

益金額又は中間（当期）純損失金

額（百万円）

△59 △1,851 790

期中平均株式数（千株） 48,159 48,128 48,150

    

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）
－ － 23

（うち支払利息 (税額相当額控除

後)）
(－) (－) (22)

（うち事務手数料等 (税額相当額

控除後)）
(－) (－) (0)

普通株式増加数（千株） － － 5,684,909

（うち転換社債） (－) (－) (5,684,909)

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）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（コミットメントライン契約）　

　当社は、平成18年10月23日開催の取

締役会決議に基づき、シンジケーショ

ン方式によるコミットメントライン契

約を下記のとおり締結いたしました。

１．コミットメントライン設定の事由

　平成19年9月末に到来する第４

回無担保転換社債（68億56百万

円）の償還に備えるとともに、転

換社債償還後の資金調達の機動性

と安定性の確保、並びに有利子負

債の圧縮を目的とするものであり

ます。

２．コミットメントラインの内容　

(1)契約極度金額

100億円

(2)契約締結日

平成18年12月１日

(3)契約期間

平成18年12月1日より3年間

(4)契約形態

シンジケーション方式リボル

ビング・クレジット・ファシ

リティ

(5)アレンジャー

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

(6)エージェント

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

(7)コ・アレンジャー

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

(8)参加銀行

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

兵庫県信用農業協同組合連合

会

住友信託銀行株式会社

────── ──────
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── （子会社の設立）　

　当社は、平成19年11月６日開催の取

締役会において、子会社の設立を下記

のとおり決議いたしました。

１．子会社設立の目的

　当社製品に関するアフターサー

ビス、メンテナンス業務のサービ

ス水準の向上を主目的に、当該業

務に特化した子会社を設立いたし

ます。

　なお、当該子会社設立に伴い、

従来サンウエーブレクア株式会社

が行っておりました当社製品のア

フターサービス、メンテナンス業

務については全面的に新会社に移

管いたします。

２．設立する子会社の概要

(1)商号　

サンウエーブメンテナンス株

式会社

(2)所在地

東京都千代田区猿楽町２丁目

６番10号

(3)代表者

取締役社長　飯田　耕之（現

サンウエーブレクア常務取締

役）

(4)資本金

90百万円

(5)決算期

３月

(6)株主

当社100%

(7)事業内容

①住宅設備機器（厨房機器、

衛生設備機器、冷暖房機器、

給湯機器）及び附属機器の販

売並びにメンテナンス業

②住宅の内外装設備及び付属

物の清掃、整備、保全の請負

業

③その他前各号に関連する事

業

(8)設立年月日

平成19年11月15日

(9)営業開始

平成19年12月１日

──────
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── （製作所の閉鎖）　

　当社は、平成19年10月18日開催の取

締役会において、製作所の閉鎖を下記

のとおり決議いたしました。

１．閉鎖の理由

　生産体制の効率化を図る見地か

ら、戸田製作所の生産機能（設備

も含め）を同所と同種のステンレ

ス加工技術を駆使して家庭用厨房

機器（システムキッチン）等を製

造している桐生製作所に移管し、

生産集約化による効率の向上を図

るともに、両所が保有している金

属加工技術を融合させることによ

り、技術の伝承と新たな展開を目

指していくことにした次第であり

ます。 

２．戸田製作所の概要

(1)所在地　

埼玉県戸田市笹目南町27-12

(2)設立　

1959年（昭和34年）１月

(3)敷地面積　

7,345m

(4)建物床面積　

5,534m（鉄骨造亜鉛メッキ鋼

板葺３階建）

(5)生産内容　

業務用設備機器（規格調理

器）の製造

(6)生産高　

年間約６億円

(7)従業員数　

26名（含む契約社員等）＜平

成19年９月30日現在＞

３．業績に与える影響

　これによる当社グループの業績

に与える重要な影響はありません。

──────
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 10,127 4,942 △5,184 7,197

２．受取手形 ※５ 12,640 12,057 △583 13,647

３．売掛金 12,761 11,884 △877 13,138

４．たな卸資産 4,426 3,870 △556 3,682

５．繰延税金資産 448 400 △47 439

６．未収入金 － 3,779 △115 3,324

７．その他 4,822 893 △150 785

貸倒引当金 △4 △3 0 △2

流動資産合計 45,222 57.4 37,823 53.4 △7,398 42,212 55.7

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産 ※１  

(1）建物 7,645 7,269 △375 7,437

(2）機械及び装
置

2,956 2,921 △34 3,035

(3）土地 12,425 12,211 △214 12,392

(4）建設仮勘定 126 202 75 63

(5）その他 839 1,120 280 1,131

有形固定資産
合計

23,993 23,725 △267 24,060

２．無形固定資産 1,219 1,342 123 1,333

３．投資その他の
資産

 

(1）投資有価証
券

1,959 1,604 △355 1,908

(2）長期貸付金 705 670 △35 702

(3）繰延税金資
産

1,546 1,684 137 1,646

(4）その他 4,480 4,342 △138 4,385

貸倒引当金 △416 △395 21 △436

投資その他の
資産合計

8,276 7,906 △369 8,206

固定資産合計 33,488 42.5 32,973 46.6 △514 33,599 44.3

Ⅲ　繰延資産  

１．社債発行費 43 － △43 －

繰延資産合計 43 0.1 － － △43 － －

資産合計 78,754 100 70,797 100 △7,956 75,812 100
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 1,166 196 △970 428

２．買掛金 9,814 9,690 △124 10,501

３．短期借入金 ※３ 4,820 6,000 1,180 400

４．一年以内に償
還予定の社債

628 519 △109 628

５．一年以内に償
還予定の転換
社債

6,856 － △6,856 6,856

６．一年以内に返
済予定の長期
借入金

332 480 148 401

７．未払法人税等 159 101 △57 370

８．未払消費税等 ※４ 228 178 △49 304

９．未払費用 3,059 3,080 21 3,339

10．賞与引当金 939 908 △30 1,001

11．その他 378 1,333 955 800

流動負債合計 28,381 36.0 22,488 31.7 △5,893 25,031 33.0

Ⅱ　固定負債  

１．社債 ※３ 3,269 2,750 △519 2,955

２．長期借入金 ※３ 5,336 5,339 3 5,600

３．退職給付引当
金

7,066 6,487 △578 6,730

４．役員退職慰労
金引当金

3 3 △0 3

５．製品保証引当
金

－ 478 478 －

固定負債合計 15,675 19.9 15,059 21.3 △616 15,290 20.2

負債合計 44,057 55.9 37,548 53.0 △6,508 40,322 53.2
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金 13,852 17.6 13,852 19.6  13,852 18.3

２．資本剰余金  

(1）資本準備金 12,352 12,352  12,352

(2）その他資本
剰余金

112 112  112

資本剰余金合計 12,464 15.8 12,464 17.6  12,464 16.5

３．利益剰余金  

(1）利益準備金 1,004 1,004  1,004

(2）その他利益
剰余金

 

別途積立金 7,000 7,000  7,000

繰越利益剰
余金

451 △739  1,256

利益剰余金合計 8,456 10.7 7,265 10.2 △1,191 9,261 12.2

４．自己株式 △656 △0.8 △667 △0.9 △10 △662 △0.9

 株主資本合計 34,116 43.3 32,915 46.5 △1,201 34,916 46.1

Ⅱ　評価・換算差額
等

 

１．その他有価証
券評価差額金

511 0.7 249 0.4 △261 475 0.6

２．繰延ヘッジ損
益

69 0.1 84 0.1 15 98 0.1

評価・換算差額
等合計

580 0.8 333 0.5 △246 574 0.7

純資産合計 34,697 44.1 33,249 47.0 △1,447 35,490 46.8

負債純資産合計 78,754 100 70,797 100 △7,956 75,812 100

     

－ 35 －



(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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
（％）

増減
（百万円）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 44,532 100 43,517 100 △1,014 94,522 100

Ⅱ　売上原価 ※１ 30,618 68.8 30,490 70.1 △128 65,404 69.2

売上総利益 13,913 31.2 13,026 29.9 △886 29,118 30.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１ 13,586 30.5 13,438 30.8 △148 27,464 29.1

営業利益又は損
失（△）

327 0.7 △411 △0.9 △738 1,653 1.7

Ⅳ　営業外収益 ※２ 206 0.5 483 1.1 277 397 0.4

Ⅴ　営業外費用 ※３ 360 0.8 259 0.6 △100 813 0.8

経常利益又は損
失（△）

172 0.4 △187 △0.4 △360 1,237 1.3

Ⅵ　特別利益 ※４ 16 0.0 45 0.1 28 53 0.1

Ⅶ　特別損失
※５
※６

179 0.4 1,486 3.4 1,306 353 0.4

税引前中間（当
期）純利益又は
中間純損失
（△）

9 0.0 △1,628 △3.7 △1,638 937 1.0

法人税、住民税
及び事業税

60 40 275

法人税等調整額 51 111 0.2 158 198 0.5 87 △40 234 0.3

当期純利益又は
中間純損失
（△）

△101 △0.2 △1,827 △4.2 1,725 703 0.7
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９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

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
13,852 12,352 112 12,464 1,004 8,000 △326 8,678 △650 34,344

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩(注)      △1,000 1,000 －  －

剰余金の配当(注)       △120 △120  △120

中間純損失       △101 △101  △101

自己株式の取得         △5 △5

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）
－ － － － － △1,000 777 △222 △5 △228

平成18年９月30日　残高

（百万円）
13,852 12,352 112 12,464 1,004 7,000 451 8,456 △656 34,116

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

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
553 － 553 34,898

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩(注)    －

剰余金の配当(注)    △120

中間純損失    △101

自己株式の取得    △5

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額

（純額）

△42 69 26 26

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△42 69 26 △201

平成18年９月30日　残高

（百万円）
511 69 580 34,697

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

（百万円）
13,852 12,352 112 12,464 1,004 7,000 1,256 9,261 △662 34,916

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩           

剰余金の配当       △168 △168  △168

中間純損失       △1,827 △1,827  △1,827

自己株式の取得         △4 △4

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）
－ － － － － － △1,995 △1,995 △4 △2,000

平成19年９月30日　残高

（百万円）
13,852 12,352 112 12,464 1,004 7,000 △739 7,265 △667 32,915

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

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
475 98 574 35,490

中間会計期間中の変動額

別途積立金の取崩    －

剰余金の配当    △168

中間純損失    △1,827

自己株式の取得    △4

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額

（純額）

△226 △13 △240 △240

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△226 △13 △240 △2,241

平成19年９月30日　残高

（百万円）
249 84 333 33,249
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３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

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
13,852 12,352 112 12,464 1,004 8,000 △326 8,678 △650 34,344

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩(注)      △1,000 1,000 －  －

剰余金の配当(注)       △120 △120  △120

当期純利益       703 703  703

自己株式の取得         △11 △11

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）
－ － － － － △1,000 1,582 582 △11 571

平成19年３月31日　残高

（百万円）
13,852 12,352 112 12,464 1,004 7,000 1,256 9,261 △662 34,916

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

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
553 － 553 34,898

事業年度中の変動額

別途積立金の取崩(注)    －

剰余金の配当(注)    △120

当期純損失    703

自己株式の取得    △11

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額

（純額）

△78 98 20 20

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△78 98 20 591

平成19年３月31日　残高

（百万円）
475 98 574 35,490

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

…総平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

…中間決算期末日の市場価

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、売却原価は移

動平均法により算定）

１．資産の評価基準及び評価方法

(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

同左

１．資産の評価基準及び評価方法

(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

…決算期末日の市場価格等

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、売却原価は移動平

均法により算定）

時価のないもの

…総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) デリバティブ取引により生ず

る債権及び債務

時価法

(2) デリバティブ取引により生ず

る債権及び債務

同左

(2) デリバティブ取引により生ず

る債権及び債務

同左

(3) たな卸資産

　商品、製品、半製品、原材

料、仕掛品、貯蔵品について、

総平均法による原価法によっ

ております。

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

同左

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　建物、機械及び装置は定額

法、それ以外については定率

法によっております。

なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

建物　　　　　　　３～50年

構築物　　　　　　３～50年

機械及び装置　　　４～13年

工具器具備品　　　４～７年

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　建物、機械及び装置は定額

法、それ以外については定率

法によっております。

なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

建物　　　　　　　３～50年

構築物　　　　　　３～50年

機械及び装置　　　４～13年

工具器具備品　　　４～７年

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　建物、機械及び装置は定額

法、それ以外については定率

法によっております。

なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

建物　　　　　　　３～50年

構築物　　　　　　３～50年

機械及び装置　　　４～13年

工具器具備品　　　４～７年
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(会計方針の変更)

　法人税法の改正((所得税法等

の一部を改正する法律　平成19

年３月30日　法律第６号)及び

(法人税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年３月30日　

政令第83号))に伴い、平成19年

４月１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。

　当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。

(追加情報)

　なお、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。

　この変更に伴い、前中間会計

期間と同一の方法によった場合

と比べ、営業損失、経常損失、

税引前中間純損失が66百万円そ

れぞれ増加しております。

(2) 無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（自社

利用分）については、社内に

おける利用可能期間(5年間)に

基づく定額法によっておりま

す。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用の処理方法

　均等償却によっております。

(3) 長期前払費用の処理方法

同左

(3) 長期前払費用の処理方法

同左

(4) 繰延資産の処理方法

社債発行費

　旧商法施行規則に規定する

最長期間(3年間)で均等償却し

ております。

(4) 　　―――――― (4) 繰延資産の処理方法

社債発行費

　３年間で毎期均等償却して

おります。

３．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、一般債権は貸倒

実績率法、貸倒懸念債権及び

破産更生債権等は財務内容評

価法によっております。

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

　従業員の賞与の支給に充当

するため、支給見込額に基づ

き計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

同左
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3) 　　―――――― (2) 特別クレーム補償引当金

　当社で実施する「小形キッ

チンユニット用電気こんろ」

の無償改修促進の強化策実施

に伴う将来の費用負担見込額

を特別クレーム補償引当金と

して計上しております。

(3)  　　――――――

(4) 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、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（14年）による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費

用処理しております。 

　過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(3

年)による定額法により按分し

た額を発生した事業年度から

費用処理しております。

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 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、各事

業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（14年）による定

額法により按分した額をそれ

ぞれ発生の翌事業年度から費

用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生

時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(3

年)による定額法により按分し

た額を発生した事業年度から

費用処理しております。

(5) 役員退職慰労金引当金

　役員の退職慰労金の支給に

充当するため、内規に基づく

中間期末要支給額をもって計

上しております。

(5) 役員退職慰労金引当金

同左

(5) 役員退職慰労金引当金

　役員の退職慰労金の支給に

充当するため、内規に基づく

期末要支給額をもって計上し

ております。

(6) 　　―――――― (6) 製品保証引当金

　製品の修理費用の支出に備

えるため、過去の実績率を基

礎に将来の費用負担見込額を

計上しております。　

(6)  　　――――――
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(会計方針の変更)

　製品の修理費用につきまして

は、従来支出時の費用として売

上原価、販売費及び一般管理費、

および営業外費用に計上してお

りましたが、当中間会計期間よ

り過去の売上高に対する支出割

合に基づき算出した見積額を販

売時の売上原価として計上する

方法に変更し、その見込額を製

品保証引当金として計上してお

ります。この変更は過年度に起

因する修理費用の発生額の重要

性が高まったため、財務の健全

性を高め、期間損益計算の適正

化を図る見地から実施したもの

であります。

　この変更に伴い、前中間会計

期間と同一の方法によった場合

と比べ、営業損失が６百万円増

加し、経常損失が26百万円減少

し、税金等調整前中間純損失が

478百万円増加しております

４．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。

４．リース取引の処理方法

同左

４．リース取引の処理方法

同左

５．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。また、為替変動リ

スクのヘッジについて振当て

処理の要件を満たしている場

合には振当て処理を、金利ス

ワップについては特例処理の

条件を満たしている場合には

特例処理を採用しておりま

す。 

５．ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

同左

５．ヘッジ会計の方法

(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、

通貨オプション

取引、金利ス

ワップ取引

ヘッジ対象　外貨建輸入取引、

借入金の利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3) ヘッジ方針

　「社内手続」に則り、外貨

建債務の決済時における為替

変動リスク及び借入金の金利

変動リスクをヘッジしており

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

　ヘッジの開始時から有効性

判定時点までの期間において、

ヘッジ対象とヘッジ手段の相

場変動の累計を比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断

しております。

　ただし、特例処理によって

いる金利スワップ取引につい

ては有効性の評価を省略して

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

６．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

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

６．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

消費税等の会計処理

同左

６．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

同左

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

　当中間会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は34,697百万円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間財務諸表規則により作成して

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） 

　当会計年度より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は35,490百万円であります。

　なお、当会計年度における貸借対照

表の純資産の部については、財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の財務諸表

規則により作成しております。
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

────── (中間貸借対照表関係） 

　「未収入金」は、前中間会計期間においては、流動資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計

期間において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記

いたしました。

 なお、前中間会計期間の「未収入金」の金額は、3,894百

万円であります。

(中間結損益計算書関係） 

　「社債発行費償却」は、前中間会計期間においては、営

業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間会計期間において営業外費用の総額の100分の10を超

えたため区分掲記いたしました。

 なお、前中間会計期間の「社債発行費償却」の金額は、

45百万円であります。

　「製品瑕疵補償費」は、前中間会計期間においては、営

業外費用の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

中間会計期間において営業外費用の総額の100分の10を超

えたため区分掲記いたしました。

 なお、前中間会計期間の「製品瑕疵補償費」の金額は、

40百万円であります。

(中間損益計算書関係） 

　「信託受益権償還益」は、前中間会計期間においては、

営業外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当中間会計期間において営業外収益の総額の100分の10を

超えたため区分掲記いたしました。

 なお、前中間会計期間の「信託受益権償還益」の金額は、

17百万円であります。

－ 45 －



注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　有形固定資産の減価償却累計

額は27,473百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　有形固定資産の減価償却累計

額は28,027百万円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

　有形固定資産の減価償却累計

額は27,570百万円であります。

　２．債務保証

　従業員の金融機関からの住宅

資金借入金の一部60百万円につ

いて債務保証を行っております。

　２．債務保証

　従業員の金融機関からの住宅

資金借入金の一部56百万円につ

いて債務保証を行っております。

　２．債務保証

　従業員の金融機関からの住宅

資金借入金の一部58百万円につ

いて債務保証を行っております。

 ※３．財務制限条項

 (1)　社債

　社債のうち、2,000百万円には

財務制限条項がついており、下記

財務制限条項３つのうち２つに抵

触した場合、借入先の要求に基づ

き、社債を分割償還することがあ

ります。当該条項は以下のとおり

であります。

 （条項）

 （イ）貸借対照表において、自己資本

比率が12.5％未満にならないこ

と。

 （ロ）損益計算書における営業損益お

よび経常損益の額が、両方とも

同時にマイナスとならないこと。

 （ハ）有利子負債償還年数が０年以上

９年以下を維持すること。年数

の計算式は以下のとおりとする。

 有利子負債償還年数＝

（総有利子負債－正常運転資金

「注１」－余剰現預金「注

２」)「注３」÷(税引後当期利

益＋減価償却費－社外流出「注

４」)

 注１　正常運転資金＝売掛金＋受取手

形(割引手形を除く)＋たな卸資

産－買掛金－支払手形(設備支払

手形を除く)ただし、正常運転資

金<０の場合は、正常運転資金＝

０とする。

 ※３．財務制限条項

 (1)　社債

同左

 ※３．財務制限条項

 (1)　社債

　社債のうち、2,000百万円には

財務制限条項がついており、下記

財務制限条項３つのうち２つに抵

触した場合、借入先の要求に基づ

き、社債を分割償還することがあ

ります。当該条項は以下のとおり

であります。

 （条項）

 （イ）貸借対照表において、自己資本

比率が12.5％未満にならないこ

と。

 （ロ）損益計算書における営業損益お

よび経常損益の額が、両方とも

同時にマイナスとならないこと。

 （ハ）有利子負債償還年数が０年以上

９年以下を維持すること。年数

の計算式は以下のとおりとする。

 有利子負債償還年数＝

（総有利子負債－正常運転資金

「注１」－余剰現預金「注

２」)「注３」÷(税引後当期利

益＋減価償却費－社外流出「注

４」)

 注１　正常運転資金＝売掛金＋受取手

形(割引手形を除く)＋たな卸資

産－買掛金－支払手形(設備支払

手形を除く)ただし、正常運転資

金<０の場合は、正常運転資金＝

０とする。
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

 注２　余剰現預金＝現預金－月商１か

月分　ただし、月商１か月＞現

預金の場合は余剰現預金＝０と

する。

 注３　総有利子負債－正常運転資金－

余剰現預金＜０の場合は０とす

る。

 注４　社外流出＝役員賞与＋支払配当

金

　なお、当中間会計期間末におき

ましては、有利子負債償還年数は

０年であります。

 注２　余剰現預金＝現預金－月商１か

月分　ただし、月商１か月＞現

預金の場合は余剰現預金＝０と

する。

 注３　総有利子負債－正常運転資金－

余剰現預金＜０の場合は０とす

る。

 注４　社外流出＝役員賞与＋支払配当

金

　なお、当事業年度末におきまし

ては、有利子負債償還年数は０年

であります。

 (2)　　　　──────  (2)　短期借入金

  短期借入金には財務維持条項が

ついております。当該条項は以下

のとおりであります。

 （条項）

 （イ）単体の損益計算書上の営業損益

及び経常損益のいずれか一方も

しくは双方に関して、２期連続

して損失とならないこと。なお、

これには当該基準年度の直前の

年度の決算期にかかる単体の営

業損益に関して損失を計上した

場合に、当該基準年度の決算期

にかかる単体の経常損益に関し

て損失を計上すること、及び当

該基準年度の直前の年度の決算

期に単体の経常損益に関して損

失を計上した場合に、当該基準

年度の決算期にかかる営業損益

に関して損失を計上することは

含まれない。

 （ロ）連結の損益計算書上の営業損益

及び経常損益のいずれか一方も

しくは双方に関して、２期連続

して損失とならないこと。なお、

これには当該基準年度の直前の

年度の決算期にかかる連結連結

業損益に関して損失を計上した

場合に、当該基準年度の決算期

にかかる連結の経常損益に関し

て損失を計上すること、及び当

該基準年度の直前の年度の決算

期に連結の経常損益に関して損

失を計上した場合に、当該基準

年度の決算期にかかる営業損益

に関して損失を計上することは

含まれない。

 (2)　　　　──────
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

 (3)　長期借入金

  長期借入金のうち、5,000百万

円には財務維持条項がついており

ます。当該条項は以下のとおりで

あります。

 （条項）

 （イ）単体及び連結の貸借対照表にお

ける純資産の部の金額が、直前

の年度決算期末における単体及

び連結の貸借対照表における純

資産の部の金額、または2004年

３月期決算期末における単体及

び連結の貸借対照表における純

資産の部の金額のいずれか高い

ほうの金額の75％をそれぞれ下

回らないこと。

 （ロ）単体及び連結の損益計算書にお

ける営業損益が、２期連続して

損失とならないこと。

 （ハ）単体及び連結の損益計算書にお

ける経常損益が、２期連続して

損失とならないこと。

 (3)　長期借入金

同左

 (3)　長期借入金

同左

※４．仮払消費税等及び仮受消費税等

の中間貸借対照表上の記載方法

　仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、「未払消費税

等」として記載しております。

※４．仮払消費税等及び仮受消費税等

の中間貸借対照表上の記載方法

同左

※４．　　――――――

※５．期末日満期手形

  中間期末日満期手形の会計処理

は、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。

　なお、当中間会計期間末日が金

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

間会計期間末残高から除かれてお

ります。　　　　 

  受取手形　1,595百万円

※５．期末日満期手形

  中間期末日満期手形の会計処理

は、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。

　なお、当中間会計期間末日が金

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

間会計期間末残高から除かれてお

ります。　　　　 

  受取手形　1,573百万円

※５．期末日満期手形

  期末日満期手形の会計処理は、

満期日に決済が行われたものとし

て処理しております。

　なお、当会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の会計

期間末日満期手形が、会計期間末

残高から除かれております。　　

　　 

  受取手形　2,215百万円
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

　６．　　　―――――― 　６．コミットメントライン契約

 資金調達の機動性と安定性の確

保、並びに有利子負債の圧縮を目

的とするものであります。

 

 

 

　　　　

特定融資枠契約の

総額

10,000百万円

借入実行残高 6,000

差引額 4,000百万円

　６．コミットメントライン契約

 平成19年9月末に到来する第４回

無担保転換社債（6,856百万円）

の償還に備えるとともに、転換社

債償還後の資金調達の機動性と安

定性の確保、並びに有利子負債の

圧縮を目的とするものであります。

　　　　

特定融資枠契約の

総額

10,000百万円

借入実行残高 －

差引額 10,000百万円

－ 49 －



（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．減価償却実施額

　有形固定資産及び無形固定資

産の減価償却実施額は次のとお

りであります。

※１．減価償却実施額

　有形固定資産及び無形固定資

産の減価償却実施額は次のとお

りであります。

※１．減価償却実施額

　有形固定資産及び無形固定資

産の減価償却実施額は次のとお

りであります。

有形固定資産 572百万円

無形固定資産 196百万円

有形固定資産 637百万円

無形固定資産 221百万円

有形固定資産 1,142百万円

無形固定資産 402百万円

※２．営業外収益のうち主なもの

　営業外収益のうち主なものは、

仕入割引45百万円であります。

※２．営業外収益のうち主なもの

　営業外収益のうち主なものは、

仕入割引48百万円、受取配当金

144百万円、関係会社受取配当

金120百万円であります。

※２．営業外収益のうち主なもの

　営業外収益のうち主なものは、

仕入割引100百万円であります。

※３．営業外費用のうち主なもの

　営業外費用のうち主なものは、

支払利息72百万円、社債利息59

百万円、製品瑕疵補償費70百万

円並びに売上割引73百万円であ

ります。

※３．営業外費用のうち主なもの

　営業外費用のうち主なものは、

支払利息60百万円、支払手数料

46百万円、社債利息53百万円並

びに売上割引70百万円でありま

す。

※３．営業外費用のうち主なもの

　営業外費用のうち主なものは、

支払利息143百万円、支払手数

料16百万円、売上割引157百万

円、製品瑕疵補償費160百万円

並びに社債利息114百万円であ

ります。

※４．特別利益のうち主なもの

　特別利益のうち主なものは、

貸倒引当金戻入益11百万円及び

ゴルフ会員権売却益4百万円で

あります。

※４．特別利益のうち主なもの

　特別利益のうち主なものは、

貸倒引当金戻入益45百万円であ

ります。

※４．特別利益のうち主なもの

　特別利益のうち主なものは、

貸倒引当金戻入益12百万円、固

定資産売却益36百万円及びゴル

フ会員権売却益４百万円であり

ます。

※５．特別損失のうち主なもの

　特別損失のうち主なものは、

貸倒引当金繰入損14百万円、ゴ

ルフ会員権評価損３百万円並び

に固定資産売却除却損159百万

円であります。

※５．特別損失のうち主なもの

　特別損失のうち主なものは、

減損損失154百万円、貸倒引当

金繰入損４百万円、製品保証引

当金繰入損505百万円、特別ク

レーム補償関連費用660百万円、

並びに固定資産売却除却損108

百万円であります。

※５．特別損失のうち主なもの

　特別損失のうち主なものは、

貸倒引当金繰入損13百万円、ゴ

ルフ会員権評価損３百万円並び

に固定資産売却除却損335百万

円であります。

※６．　　 ―――――― ※６．減損損失 

　当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。

 場所 用途 種類 減損損失

 清田区（北海

道札幌市)

賃貸

不動産 
土地 154

※６．　　 ――――――

  賃貸価格水準の下落により、上

記資産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額

を減損損失（154百万円）として

特別損失に計上しました。
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （グルーピングの方法）

  当社は、資産を用途により事業

用資産、賃貸用資産、遊休資産に

分類しております。また、事業用

資産については各支社店等の管理

会計上の区分に基づき、賃貸用資

産及び遊休資産は個別物件単位で

グルーピングしております。

 （回収可能価額の算定方法）

　使用価値により測定しており、

将来キャッシュフローを２％で割

り引いて算定しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 2,228 15 － 2,244

合計 2,228 15 － 2,244

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加15千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 2,260 16 － 2,276

合計 2,260 16 － 2,276

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加16千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式 2,228 31 － 2,260

合計 2,228 31 － 2,260

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加31千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（リース取引関係）

　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（コミットメントライン契約）　

　当社は、平成18年10月23日開催の

取締役会決議に基づき、シンジケー

ション方式によるコミットメントラ

イン契約を下記のとおり締結いたし

ました。

１．コミットメントライン設定の事

由

　平成19年9月末に到来する第４

回無担保転換社債（68億56百万

円）の償還に備えるとともに、

転換社債償還後の資金調達の機

動性と安定性の確保、並びに有

利子負債の圧縮を目的とするも

のであります。

２．コミットメントラインの内容　

(1)契約極度金額

100億円

(2)契約締結日

平成18年12月１日

(3)契約期間

平成18年12月1日より3年間

(4)契約形態

シンジケーション方式リボル

ビング・クレジット・ファシ

リティ

(5)アレンジャー

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

(6)エージェント

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

(7)コ・アレンジャー

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

(8)参加銀行

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

兵庫県信用農業協同組合連合

会

住友信託銀行株式会社

────── ──────
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── （子会社の設立）　

　当社は、平成19年11月６日開催の

取締役会において、子会社の設立を

下記のとおり決議いたしました。

１．子会社設立の目的

　当社製品に関するアフターサー

ビス、メンテナンス業務のサー

ビス水準の向上を主目的に、当

該業務に特化した子会社を設立

いたします。

　なお、当該子会社設立に伴い、

従来サンウエーブレクア株式会

社が行っておりました当社製品

のアフターサービス、メンテナ

ンス業務については全面的に新

会社に移管いたします。

２．設立する子会社の概要

(1)商号　

サンウエーブメンテナンス株

式会社

(2)所在地

東京都千代田区猿楽町２丁目

６番10号

(3)代表者

取締役社長　飯田　耕之（現

サンウエーブレクア常務取締

役）

(4)資本金

90百万円

(5)決算期

３月

(6)株主

当社100%

(7)事業内容

①住宅設備機器（厨房機器、

衛生設備機器、冷暖房機器、

給湯機器）及び附属機器の販

売並びにメンテナンス業

②住宅の内外装設備及び付属

物の清掃、整備、保全の請負

業

③その他前各号に関連する事

業

(8)設立年月日

平成19年11月15日

(9)営業開始

平成19年12月１日

──────
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

────── （製作所の閉鎖）　

　当社は、平成19年10月18日開催の

取締役会において、製作所の閉鎖を

下記のとおり決議いたしました。

１．閉鎖の理由

　生産体制の効率化を図る見地

から、戸田製作所の生産機能（設

備も含め）を同所と同種のステ

ンレス加工技術を駆使して家庭

用厨房機器（システムキッチン）

等を製造している桐生製作所に

移管し、生産集約化による効率

の向上を図るともに、両所が保

有している金属加工技術を融合

させることにより、技術の伝承

と新たな展開を目指していくこ

とにした次第であります。 

２．戸田製作所の概要

(1)所在地　

埼玉県戸田市笹目南町27-12

(2)設立　

1959年（昭和34年）１月

(3)敷地面積　

7,345m

(4)建物床面積　

5,534m（鉄骨造亜鉛メッキ鋼

板葺３階建）

(5)生産内容　

業務用設備機器（規格調理

器）の製造

(6)生産高　

年間約６億円

(7)従業員数　

26名（含む契約社員等）＜平

成19年９月30日現在＞

３．業績に与える影響

　これによる当社の業績に与え

る重要な影響はありません。

──────
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