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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 25,363 ― 1,580 ― 1,399 ― 825 ―
20年3月期第3四半期 28,068 3.0 2,743 7.4 2,808 4.5 1,514 △4.4

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 25.68 25.61
20年3月期第3四半期 47.36 47.28

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

21年3月期第3四半期 33,261 24,739 74.1 734.29
20年3月期 35,674 25,217 70.5 786.58

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  24,648百万円 20年3月期  25,150百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 8.00 ― 11.00 19.00
21年3月期 ― 8.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 29,500 △20.7 700 △80.3 400 △88.3 100 △94.6 2.98

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務 
諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 
また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
なお、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累 
計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方 
法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日 内閣府令第50号)附則第７条第１項第 
５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 
２. 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、多分に不確実 
な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合がありま 
す。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  34,057,923株 20年3月期  34,057,923株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  490,335株 20年3月期  2,083,328株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  32,146,918株 20年3月期第3四半期  31,975,252株
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※ 前年同期増減は、参考として記載しております。 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、上期は比較的堅調に推移しておりましたが、下

期に入り、米国に端を発した金融危機が瞬時に全世界に波及、実体経済に深刻な影響を与えたこと

で、自動車メーカー等を中心とする製造業の生産調整拡大、設備投資の凍結・先送り、輸出の大幅減

少、雇用調整の大幅増等、日増しに厳しい状況になりつつあります。  

 このような環境の中で当社グループは、コアである精密塑性加工技術と素材から加工品までの一貫

生産メーカーとしての特長を生かしながら、一層のコストダウンに努める一方、部品メーカーとして

お客様の要求品質と供給責任を全うすべく努力してまいりました。  

  

上記のような厳しい経営環境の中、当社グループの売上高は、前年同期間比で全てのセグメントで

減収となりました。自動車メーカ－の減産規模の拡大により、第２四半期連結累計期間まで増収であ

った精密機能部品、精密機能材料も減収を余儀なくされ、又、サスペンションも減収幅が拡大する

等、全体で２５３億６３百万円（前年同期間比９．６％減）となりました。 

 利益面につきましては、売上の減収や急速な円高によるマイナスの影響を受け、営業利益、経常利

益、四半期純利益は、それぞれ１５億８０百万円（前年同期間比４２．４％減）、１３億９９百万円

（前年同期間比５０．２％減）、８億２５百万円（前年同期間比４５．５％減）と大幅減益となりま

した。 

  

 
  

 ピストンリングとＴＰ材料は前年同期間を上回りましたが、ＯＴ線を中心にその他の材料が大きく

ダウンし、全体としては２８億３７百万円（前年同期間比１０．３％減）となりました。 

  

 エンジン用部品やミッション用部品は辛うじて前年同期間を上回りましたが、シートベルト用ぜん

まいやセンサーリング等の安全用部品等が減少し、全体としては、１４７億６０百万円（前年同期間

比３．３％減）となりました。 

                                              

 １．８インチの取引がゼロになったことや、供給先の生産調整が続き、２９億８１百万円（前年同

期間比２９．１％減）の大幅減となりました。 

                                    

 材料値上げと競争激化に伴う価格下落の影響を受け、２４億５４百万円（前年同期間比１１．６％

減）となりました。 

   

 北米向けの光部品が不調にて、２０億５２百万円（前年同期間比１０．７％減）となりました。  

                                        

 カムや計測器の低調もあり、２億７７百万円（前年同期間比２２．１％減）の大幅減となりまし

た。                                         

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

【全般的概況】

［経済及び事業環境］

［連結業績］

【製品区分別の売上業績】

製品区分の名称

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間

自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日 増  減

至 平成19年12月31日 至 平成20年12月31日

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

精密機能材料 3,163 11.3 2,837 11.2 △326 △10.3

精密機能部品 15,268 54.4 14,760 58.2 △508 △3.3

サスペンション 4,206 15.0 2,981 11.8 △1,225 △29.1

プリンター関連 2,775 9.9 2,454 9.7 △320 △11.6

デジトロ精密部品 2,298 8.2 2,052 8.1 △245 △10.7

その他製品 356 1.2 277 1.0 △79 △22.1

  合 計 28,068 100.0 25,363 100.0 △2,704 △9.6

［精密機能材料］

［精密機能部品］

［サスペンション］

［プリンター関連］

［デジトロ精密部品］

［その他製品］
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 総資産は、３３２億６１百万円（前連結会計年度末比２４億１３百万円減）となりました。これ

は、受取手形及び売掛金が８億２７百万円、株価下落により投資有価証券が１６億８９百万円減少し

たこと等によるものであります。 

  

 負債は、８５億２２百万円（前連結会計年度末比１９億３４百万円減）となりました。これは、支

払手形及び買掛金が４億１２百万円、未払法人税等が６億１１百万円、長期借入金が３億７５百万円

減少したこと等によるものであります。 

  

 純資産は、２４７億３９百万円（前連結会計年度末比４億７８百万円減）となりました。これは、

自己株式の処分等により６億９６百万円増加する一方、株価下落によるその他有価証券評価差額金が

１０億１０百万円、為替換算調整勘定が４億１０百万円減少したこと等によるものであります。 

  

 現金及び現金同等物は、４３億１１百万円となりました。  

 当第３四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の

通りであります。 

  

 営業活動によるキャッシュ・フローは１６億６７百万円となりました。主なプラス要因は、税金等

調整前四半期純利益（１４億７７百万円）や減価償却費（１９億２４百万円）、売上債権の減少（６

億４０百万円）であります。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加（６億５１百万円）、仕入債務

の減少（１億７８百万円）、法人税等の支払額（１２億７５百万円）であります。 

  

 投資活動によるキャッシュ・フローは１１億２２百万円のマイナスとなりました。これは、固定資

産の取得による支出（１３億５７百万円）によるものであります。 

  

 財務活動によるキャッシュ・フローは２億６９百万円のマイナスとなりました。主なプラス要因

は、自己株式の処分による収入（７億３百万円）であります。主なマイナス要因は、長期借入金の返

済による支出（４億５８百万円）、配当金の支払額（５億３７百万円）であります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産・負債・純資産の状況

［資産］

［負債］

［純資産］

(2) 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］
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 アメリカの金融危機に端を発した世界的な同時不況が深刻化する中で、当社の主要取引先である自

動車メーカー等が大幅な減産の動きにあること。又、為替市場では円高が急速に進んでいること等か

ら、通期の業績見通しの前提に大きな変化が起きています。よって、通期の業績見通しを、前回（平

成20年11月4日）の修正数字より以下のように更に下方修正しております。 

  

  【連結業績予想】 

   通期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）    （単位：百万円） 

 
  

 該当事項はありません。 

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。 

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 

 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 なお、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期

連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成20年８月７日 内閣府令第50号)附則

第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しており

ます。 

  

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、主として月別移動平均法による

低価法から主として月別移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更し

ております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。  

  

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

前回発表 
予想(A)

今回修正
予想(B)

増減額
(B-A)

増減率
(B-A)/(A) 

前期実績
(C)  

売上高 35,000 29,500 △5,500 △15.7 37,218
営業利益 2,450 700 △1,750 △71.4 3,552
経常利益 2,400 400 △2,000 △83.3 3,410
当期純利益 1,400 100 △1,300 △92.9 1,841

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,313 4,163 

受取手形及び売掛金 6,894 7,722 

商品及び製品 1,551 1,097 

仕掛品 1,337 1,447 

原材料及び貯蔵品 1,386 1,290 

その他 687 529 

貸倒引当金 △5 △6 

流動資産合計 16,165 16,244 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,000 4,211 

機械装置及び運搬具（純額） 6,790 7,097 

その他（純額） 2,346 2,583 

有形固定資産合計 13,137 13,892 

無形固定資産 258 300 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,530 4,219 

その他 1,169 1,017 

投資その他の資産合計 3,700 5,237 

固定資産合計 17,095 19,429 

資産合計 33,261 35,674 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,201 4,614 

短期借入金 386 501 

未払法人税等 18 630 

役員賞与引当金 20 － 

賞与引当金 218 339 

製品保証引当金 11 12 

その他 2,090 2,022 

流動負債合計 6,946 8,119 

固定負債   

長期借入金 176 552 

退職給付引当金 951 977 

その他 446 807 

固定負債合計 1,575 2,336 

負債合計 8,522 10,456 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,808 4,808 

資本剰余金 2,741 2,737 

利益剰余金 16,512 16,294 

自己株式 △213 △909 

株主資本合計 23,848 22,931 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 890 1,901 

繰延ヘッジ損益 － △0 

為替換算調整勘定 △90 319 

評価・換算差額等合計 799 2,219 

新株予約権 91 67 

純資産合計 24,739 25,217 

負債純資産合計 33,261 35,674 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

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

売上高 25,363

売上原価 20,752

売上総利益 4,610

販売費及び一般管理費  

運送費及び保管費 524

報酬及び給料手当 775

役員賞与引当金繰入額 20

賞与引当金繰入額 57

退職給付費用 59

その他 1,594

販売費及び一般管理費合計 3,030

営業利益 1,580

営業外収益  

受取配当金 81

物品売却益 72

その他 52

営業外収益合計 207

営業外費用  

為替差損 358

その他 30

営業外費用合計 388

経常利益 1,399

特別利益  

固定資産売却益 98

その他 11

特別利益合計 110

特別損失  

固定資産廃棄損 26

その他 5

特別損失合計 31

税金等調整前四半期純利益 1,477

法人税、住民税及び事業税 519

法人税等調整額 132

法人税等合計 652

四半期純利益 825
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,477

減価償却費 1,924

のれん償却額 35

引当金の増減額（△は減少） △125

受取利息及び受取配当金 △90

支払利息 21

固定資産売却損益（△は益） △94

固定資産廃棄損 26

売上債権の増減額（△は増加） 640

たな卸資産の増減額（△は増加） △651

仕入債務の増減額（△は減少） △178

その他 △113

小計 2,872

利息及び配当金の受取額 90

利息の支払額 △19

法人税等の支払額 △1,275

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,667

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △1,357

固定資産の売却による収入 220

投資有価証券の売却による収入 14

貸付金の回収による収入 9

その他 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,122

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 26

長期借入金の返済による支出 △458

配当金の支払額 △537

自己株式の処分による収入 703

その他 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △269

現金及び現金同等物に係る換算差額 △128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147

現金及び現金同等物の期首残高 4,163

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,311
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 

 また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 なお、当第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び当第３四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条

第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

  

  
 該当事項はありません。  

  

  
 当第３四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末より、696百万円減少

し、213百万円となっております。これは主に、平成20年11月14日開催の取締役会での決議に基づ

き、1,600千株（698百万円）の自己株式を第三者割当により処分したためであります。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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【参考】 

 （要約）前四半期連結損益計算書

 （単位：百万円）

科  目

 前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日  
 至 平成19年12月31日) 

金額

Ⅰ 売上高 28,068

Ⅱ 売上原価 22,474

売上総利益 5,594

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,850

営業利益 2,743

Ⅳ 営業外収益 221

受取利息 14

受取配当金 77

賃貸料 26

その他 103

Ⅴ 営業外費用 156

支払利息 48

為替差損 101

その他 6

経常利益 2,808

Ⅵ 特別利益 1

Ⅶ 特別損失 106

税金等調整前四半期純利益 2,703

税金費用 1,188

四半期純利益 1,514

－10－

サンコール㈱（5985）　平成21年３月期　第３四半期決算短信




