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                                                              平成 21 年６月 19 日 
 

各      位 
 

会 社 名  サンコール 株式会社 

代表者名 代表取締役社長 幸元 攻 

（コード 5985 大証第１部） 

問合せ先 業務・管理部門長 和田 英夫 

（TEL．075－881－5280） 

 
（訂正）「平成 21 年３月期 決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 21 年 5 月 12 日に公表いたしました「平成 21 年３月期 決算短信」の一部に誤りがありましたの

で、下記のとおり訂正させていただきます。 

 

記 

訂正内容 （訂正箇所は下線で示しております。） 
２２ページ ５．個別財務諸表 (1)貸借対照表 

【訂正前】 

(1)貸借対照表 

（単位：百万円） 

 前事業年度 
(平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 
(平成 21 年３月 31 日) 

＜略＞  
純資産の部  
 株主資本  
  資本金 4,808 4,808 
  資本剰余金  
   資本準備金 2,721 2,721 
   その他資本剰余金 15 21 
   資本剰余金合計 2,737 2,742 
  利益剰余金  
   利益準備金 581 581 
   その他利益剰余金   
    技術研究積立金 2,800 2,800 
    退職積立金 70 70 
    設備改修積立金 2,450 2,450 
    別途積立金 5,020 5,020 
    繰越利益剰余金 4,255 4,613 
   利益剰余金合計 15,176 15,534 
  自己株式 △ 909 △ 208 
  株主資本合計 21,813 22,878 

＜略＞  
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【訂正後】 

(1)貸借対照表 

（単位：百万円） 

 前事業年度 
(平成 20 年３月 31 日) 

当事業年度 
(平成 21 年３月 31 日) 

＜略＞  
純資産の部  
 株主資本  
  資本金 4,808 4,808 
  資本剰余金  
   資本準備金 2,721 2,721 
   その他資本剰余金 15 21 
   資本剰余金合計 2,737 2,742 
  利益剰余金  
   利益準備金 581 581 
   その他利益剰余金   
    技術研究積立金 2,800 2,800 
    退職積立金 70 70 
    設備改修積立金 2,450 2,450 
    別途積立金 5,020 5,720 
    繰越利益剰余金 4,255 3,913 
   利益剰余金合計 15,176 15,534 
  自己株式 △ 909 △ 208 
  株主資本合計 21,813 22,878 

＜略＞  

 

 

 

訂正内容 （訂正箇所は下線で示しております。） 
２４ページ ５．個別財務諸表 (3)株主資本等変動計算書 

【訂正前】 

(3) 株主資本等変動計算書 

（単位：百万円） 

 
前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日

 至 平成 20 年３月 31 日)

当事業年度 
(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日)
＜略＞   

   別途積立金  
    前期末残高 4,320 5,020 
    当期変動額  
     別途積立金の積立 700 ― 
     当期変動額合計 700 ― 
    当期末残高 5,020 5,020 
   繰越利益剰余金  
    前期末残高 3,606 4,255 
    当期変動額  
     剰余金の配当 △ 575 △ 607 
     別途積立金の積立 △ 700 ― 
     当期純利益 1,924 965 
     当期変動額合計 648 358 
    当期末残高 4,255 4,613 

＜略＞  
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【訂正後】 

(3) 株主資本等変動計算書 

（単位：百万円） 

 
前事業年度 

(自 平成 19 年４月１日

 至 平成 20 年３月 31 日)

当事業年度 
(自 平成 20 年４月１日 

 至 平成 21 年３月 31 日)
＜略＞   

   別途積立金  
    前期末残高 4,320 5,020 
    当期変動額  
     別途積立金の積立 700 700 
     当期変動額合計 700 700 
    当期末残高 5,020 5,720 
   繰越利益剰余金  
    前期末残高 3,606 4,255 
    当期変動額  
     剰余金の配当 △ 575 △ 607 
     別途積立金の積立 △ 700 △ 700 
     当期純利益 1,924 965 
     当期変動額合計 648 △ 341 
    当期末残高 4,255 3,913 

＜略＞  

 

 

 

 

 

 

以  上 

 


