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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第92期

第３四半期連結
累計期間

第92期
第３四半期連結
会計期間

第91期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成20年
　　10月１日
至　平成20年
　　12月31日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (百万円) 25,363 7,927 37,218

経常利益 (百万円) 1,399 35 3,410

四半期(当期)純利益 (百万円) 825 68 1,841

純資産額 (百万円) ― 24,739 25,217

総資産額 (百万円) ― 33,261 35,674

１株当たり純資産額 (円) ― 734.29 786.58

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 25.68 2.10 57.58

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 25.61 2.10 57.49

自己資本比率 (％) ― 74.1 70.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,667 ― 4,830

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,122 ― △3,007

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △269 ― △362

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 4,311 4,163

従業員数 (名) ― 2,287 2,041

(注)１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

    ２　当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載しており

ません。
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２ 【事業の内容】

　

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容
について、重要な変更はありません。
　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

　

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

　

(1) 連結会社における状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 2,287

(注)１　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員であります。

　　２　従業員数が当第３四半期連結会計期間において365名減少しておりますが、主として海外子会社における減員

です。 

　

(2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名) 407

(注)　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

　

当社グループの生産、受注及び販売の状況は売上状況に類似しているため、「３　財政状態及び経営成
績の分析」における各事業部門別の業績に関連付けて示しております。
　
主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
当第３四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％)

Shenzhen Hailiang Storage Products Co., Ltd.801 10.1

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】　

　

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライム問題に端を発した金融危機が米国
より世界に瞬く間に伝播し、実体経済に深刻な影響を与えたことで、非常に厳しい状況となっておりま
す。当社グループの売上の６０％以上を占める自動車産業においては、北米・日本を中心に生産計画の
大幅見直しを余儀なくされており、当社グループにとっても非常に厳しい環境下にあります。 
　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と共に、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。

　当社グループの売上高は、全事業部門で落ち込む状況となりました。前期まで好調を維持していた自
動車関連が、１０月以降の自動車メーカーの大幅な減産の影響を受けて大きくダウンしたことに加え、
サスペンションの大幅減収、プリンター関連・光部品の落ち込みで、全体で７９億２７百万円（前年同
期間比１８．８％減）と大幅減収となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　利益面につきましては、売上高の大幅減収及び急速な円高による為替損失、開発関連費用等の経費増、
子会社の業績ダウン等にて、営業利益、経常利益、四半期純利益は、それぞれ２億５５百万円（前年同期
間比７３．０％減）、３５百万円（前年同期間比９６．２％減）、６８百万円（前年同期間比８６．
５％減）と大幅減益となりました。　

　

事業部門別の売上業績を示すと、次のとおりであります。

　

［精密機能材料］
ＯＴ線や精密異形材料が大きくダウン、全体としては７億７８百万円（前年同期間比２９．８％
減）の大幅減収となりました。

　

［精密機能部品］
エンジン用ばね、ミッション用の異形ばね、シートベルト用のぜんまいと当社主力商品が大きくダウ
ンしたことにより、４６億２５百万円（前年同期間比１５．８％減）と大幅減収となりました。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

［サスペンション］
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、８億５百万円（前年同期間比
３５．４％減）の大幅減収となりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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［プリンター関連］
材料値上げと競争激化に伴う価格下落の影響を受け、９億３９百万円（前年同期間比１０．６％
減）となりました。　　　　　　　　　　　　　

　

［デジトロ精密部品］
電子回路チェック用プローブ等が不調にて、７億１５百万円（前年同期間比４．５％減）となりま
した。　　　　　

　

［その他製品］
計測器の売上がほぼゼロとなったこともあり、６３百万円（前年同期間比４７．７％減）となりま
した。　　　

　

所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　

［日本］
売上高は弁ばね、リングギア、ＨＤＤ用サスペンション等を中心として６１億４２百万円となり、 営
業利益は３億４４百万円となりました。

　

［北アメリカ］
売上高はリングギア、光コネクタ等を中心として７億８６百万円となり、営業利益は３２百万円とな
りました。

　

［アジア］

売上高はプリンタ関連、弁ばね、リングギア等を中心として１６億６２百万円となり、営業利益は１
０百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

　

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、株価下落により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。
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(3) キャッシュ・フローの状況

　

現金及び現金同等物は、４３億１１百万円となりました。 
　当第３四半期連結会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)

営業活動によるキャッシュ・フローは、６百万円となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四
半期純利益（１億２４百万円）や減価償却費（６億７７百万円）、売上債権の減少（９億６百万円）
であります。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加（３億１０百万円）、仕入債務の減少（６億５３
百万円）、法人税等の支払額（６億４６百万円）であります。

　

(投資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・フローは、３億９０百万円のマイナスとなりました。これは、主に固定
資産の売却による収入（２億１８百万円）があった一方で、固定資産取得による支出（６億１１百
万）があったこと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)

財務活動によるキャッシュ・フローは、５億６６百万円となりました。主なプラス要因は、自己株式
の処分による収入（７億２百万円）であります。主なマイナス要因は、配当金の支払額（１億８７百万
円）であります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な
変更及び新たに生じた課題はありません。

　

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その
内容等（会社法施行規則第１２７条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

　

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　

①基本方針の内容
当社取締役会は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大量の株式買付行
為に応じて当社株式の売買を行うかどうかは、最終的には当該株式を保有する株主の皆様のご判断に
委ねられるべきものであると考えます。 
しかしながら、近時、わが国の資本市場においては、対象会社の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規
模買付提案を強行する動きが顕在化しております。こうした大規模買付提案の中には、その目的等から
みて企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実
上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が大規模買付提案の内容等について検討し、
あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象
会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 
　又、当社グループの企業価値を将来にわたって向上させるためには、中長期的な視点での企業経営が
必要不可欠であり、そのためには、お客様、お取引先、従業員、地域社会などとの良好な関係の維持はも
とより、１９４３年の創業以来、当社が築き上げてきた様々な専門的・技術的なノウハウの活用など、
当社グループの深い理解による事業の運営が必須です。
　したがって、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方といたしましては、当社の企業
理念、企業価値のさまざまな源泉及び当社を支えていただいているステークホルダーとの信頼関係を
十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させるものでなければ
ならないと考えております。したがいまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのあ
る不適切な大規模買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を
支配する者として適当でないと考えております。 
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②基本方針の実現に資する取組み 
＜経営の基本方針及び具体的な取組み＞
　当社は「技術集約型精密製品の創造を通じて、お客様の問題解決を図り社会に貢献する」ことを経営
の基本理念としております。当社及び当社グループは、かかる経営の基本理念の下、上記の基本方針を
実現するために、これまで、以下のような取組みを行ってまいりました。

　

(ⅰ) 顧客満足度の向上
グローバルな視点での競争激化が進む中、当社が持つ精密塑性加工技術と素材から加工品までの
一貫メーカーとしての特長を生かし、お客様のニーズを先取りする営業活動と品質改善活動を行っ
ています。 

　

(ⅱ) 環境保全への取り組み
地球環境の保全問題は地球社会の一員として益々重要な課題になっており、当社としては公徳優
先、人間尊重の経営理念のもと、貴重な資源を大切にし、地球環境に貢献、地域と調和した企業活動を
推進しております。

　

(ⅲ) 開発体制の強化
次の成長を支える新規事業・新製品開発体制を、取引先や株主を中心に多方面なアライアンスを
含め強化しています。

　

(ⅳ) グローバル生産拡大に対応する人材育成強化
急激なグローバル展開に対応する人材育成と物作りを支える後継者づくりのため、適正な教育プ
ログラム実施と必要な人材の確保を重要な課題として取組んでいます。

　

(ⅴ) コーポレートガバナンスの強化
内部統制機能の充実により、コーポレートガバナンスの強化を図っております。

　

＜中期経営目標及び具体的な取組み＞ 
　当社グループは、企業価値のさらなる向上を目指し、２０１０年に向けた中期経営目標「ビジョン５
１０（２０１０年度において連結売上５００億円以上、営業利益率１０％以上を達成）」に向け、当社
が持つ精密塑性加工のコア技術を更に磨き、ナノテクノロジー時代に対応した超精密加工技術を駆使
し新製品開発を進めてゆく方針です。一方、環境保全に十分に注意を払いながら、安全・品質確保でお
客様に信頼頂ける製品作りに邁進してゆくと共に、マーケットのグローバル化に伴い、国内・海外の子
会社と連携を深め、最適地での開発・製品体制を構築して参ります。
　かかる中期経営目標を実現するための具体的な取組みは以下のとおりです。

　

(ⅰ) 既存事業の商権維持・拡大

　

(a) 精密機能加工部品事業では、日本・アメリカ・アジア・中国の４拠点での生産体制及び品質保
証体制の確立でお客様の満足度向上を通じ、ビジネス拡大を図って参ります。

　

(b) 精密機能材料事業では、原価低減、信頼される品質作りを通して取引先とのビジネス維持拡大を
図って参ります。 

　

(c) サスペンション事業では、高精度化が進み、小型化・軽量化に対応する耐衝撃性を高めた新製品
のＳＵＮＫＩＷＩなど市場が求める製品作りを進めて参ります。

　

(d) プリンター関連事業では、アジア拠点での生産再編も視野に入れ、パイプローラー等、新製品開
発によるコスト競争力強化を図り、ビジネス拡大を図って参ります。 

　

(ⅱ) 技術提携又はＭ＆Ａの推進
当社の技術とシナジー効果が得られる技術を持つ取引先や株主とのアライアンス又は友好的Ｍ＆
Ａを通じた周辺事業の展開を模索して参ります。

　

(ⅲ) 技術・製品開発力の強化
製品・技術の開発ビジョンとして、ハイブリッドに関連する製品開発、真贋管理や工程管理、物流
管理などに広く普及が予想される非接触ＩＣタグのインレット開発、ユニット製品にソフトを付加
した製品の開発、介護や歩行アシストにおける応用製品の開発などで事業拡大を図ってまいります。

　

　当社は、これらの取組みは、基本方針の実現に資するものと考えております。当社及び当社グループ
は、企業価値の中長期安定的な向上のため、以上の施策に全力を傾けて取組んで参ります。
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③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財産および事業の方針の決定が支配されることを防止
するための取組み 
　当社取締役会は、当社株式等の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主
の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大量買付行為を行おうとする
者との交渉の機会を確保するために、本プランを導入することといたしました。 
　本プランは、当社株式等の大量買付を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定
の場合には当社が対抗措置をとることによって大量買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能
性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の
利益の確保・向上に資さない当社株式の大量買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うもので
す。 
　買付等を行う者または提案する者（以下「買付者等」といいます。）が当社が発行者である株式等に
ついて、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付けまたは当社が発行者である株式等について、
公開買付けに係る株式等の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合の合計が20％以上
となる公開買付けのいずれかにあたる買付を行った場合は、新株予約権の無償割当て、その他当社取締
役会が適切と認めた対抗措置（以下「本新株予約権の無償割当て等」といいます。）を行うか否かを
検討いたします。 
　買付者等は、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対
して、買付者の買付内容の検討に必要な情報（以下「本必要情報」といいます。）および当該買付者等
が買付等に際して本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「買付説明
書」と総称します。）を当社の定める書式により提出していただきます。 
　当社取締役会は、当該買付説明書の記載内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、
買付者等に対し、追加的に情報を提供するよう求めることがあります。この場合、買付者等においては、

かかる情報を追加的に提供していただきます。 
　当社取締役会は、買付者等から提供された情報・資料等に基づき、また、必要に応じて外部専門家等
（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家）の助言を
得ながら、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による買付等の
内容の検討を行い、当社取締役会による代替案の検討及び買付者等と当社取締役会の事業計画等に関
する情報収集・比較検討等を行います。 
　さらに、買付者等から買付等に係る提案がなされた事実とその概要、本必要情報の概要その他の状況
及び当社取締役会としての意見を速やかに情報開示します。 
　当社は、対抗措置の発動の賛否に関する株主意思の確認手続として、株主意思確認総会における株主
投票、又は書面投票のいずれかを選択できるものとします。株主意思確認総会は、定時株主総会又は臨
時株主総会と併せて開催される場合もあります。但し、大量買付ルールが遵守され、かつ、当社取締役会
が当該買収提案が当社の企業価値ひいては株主共同の利益の最大化に資すると判断した場合、又は、大
量買付ルールが遵守されている場合であっても、当該買付等が当社企業価値ひいては株主共同の利益
の確保・向上に反すると判断される場合には、株主意思の確認手続は行われません。 
　なお、本プランの内容等の詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する平
成２０年５月１５日付けプレスリリース「株式会社の支配に関する基本方針の決定及び当社株券等の
大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について」をご覧下さい。 
（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｕｎｃａｌｌ．ｃｏ．ｊｐ／）

　

④具体的な取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由
　当社取締役会は、上記②記載の取組みが、当社の企業理念に根ざした企業価値向上策として、また、上
記③記載の取組みが下記に記載するような合理性を有する買収防衛策として、いずれも上記①記載の
基本方針に沿うものであり、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、かつ当社役員の地位の維
持を目的とするものではないと判断しております。 
・買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること 
　本プランは、経済産業省及び法務省が平成１７年５月２７日に発表した「企業価値・株主共同の利益
の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確
保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しています。 
・株主共同利益の確保・向上の目的をもって導入されていること 
　本プランは、当社株式に対する買付等が行われた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様
が判断するために必要な情報や時間、あるいは当社取締役会による代替案の提示を受ける機会を確保
すること等を可能にするものであり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させると
いう目的をもって導入されるものです。 
・株主意思を重視するものであること 
　本プランは、平成２０年６月２３日開催の当社第９１期定時株主総会において承認の決議を得て導入
されたもので、その有効期間は平成２３年６月開催予定の定時株主総会終結の時までです。また、本プ
ランの有効期間の満了前であっても、株主総会において、本プランの変更又は廃止の決議がなされた場
合には、当該決議に従い変更又は廃止されることになります。 

EDINET提出書類

サンコール株式会社(E01402)

四半期報告書

 8/34



　さらに、大量買付ルールに従った買付等が行われた場合には、対抗措置の発動の賛否に関する株主意
思を確認し、本プランに基づいた対抗措置の実施について、株主の皆様に直接ご判断いただくことと
なっております。 
・合理的な客観的発動要件の設定 
　本プランは、予め定められた合理的客観的発動要件が充足されなければ発動されないように設定され
ており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。 
・第三者専門家の意見の取得 
　買付者等が出現した場合、独立した第三者の助言を得ることができることにより、当社取締役会によ
る判断の公正さ・客観性がより強く担保された仕組みとなっています。 
・デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと 
　本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができる
ことから、当社の株式等を大量に買い付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構
成される取締役会により、本プランを廃止することが可能です。したがって、本プランは、デッドハンド
型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない買収防衛策）では
ありません。 
　また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策（取締役会の
構成の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）で
もありません。

　

(5) 研究開発活動

　

当第３四半期連結会計期間における当社グループ全体の研究開発費の総額は、１億９８百万円であり
ます。

　研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

　

当第３四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に
ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。
　また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 70,000,000

計 70,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成21年２月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 34,057,923 34,057,923
大阪証券取引所
(市場第１部)

(注)

計 34,057,923 34,057,923 ― ―

(注)１　単元株式数は、1,000株です。

２　提出日現在の発行数には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

【新株予約権】

　

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

取締役会決議日（平成20年７月14日）

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数（個） 66 (注）

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式、単元株式数は1,000株です。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 66,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,000 

新株予約権の行使期間 平成20年7月31日～平成30年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　１ 
資本組入額　　１

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行
役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新
株予約権を行使することができる。
　その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを
受けた者との間で締結した「新株予約権（株式報
酬型ストックオプション）割当契約書」で定める
ところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、取締役
会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式併合を行う

場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

又、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数

を調整する。
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

株主総会の普通決議日（平成19年６月22日）

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数（個） 46 (注）

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式、単元株式数は1,000株です。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 46,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,000 

新株予約権の行使期間 平成19年7月31日～平成29年7月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　１ 
資本組入額　　１

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行
役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新
株予約権を行使することができる。
　その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを
受けた者との間で締結した「新株予約権（株式報
酬型ストックオプション）割当契約書」で定める
ところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、取締役
会の決議による承認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式併合を行う

場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

又、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数

を調整する。
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会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

株主総会の普通決議日（平成18年６月23日）

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数（個） 60 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式、単元株式数は1,000株です。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 733,000 (注)２

新株予約権の行使期間 平成20年８月２日～平成24年８月１日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　733
資本組入額　　367

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、
かかる新株予約権を行使することができないもの
とする。
　その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受け
たものとの間で締結した「新株予約権割当契約
書」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取
締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式併合を行

う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

又、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式

数を調整する。 

　　２　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

分割・併合の比率

　　　　又、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数

　

EDINET提出書類

サンコール株式会社(E01402)

四半期報告書

14/34



会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

株主総会の普通決議日（平成18年６月23日）

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数（個） 194 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式、単元株式数は1,000株です。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 194,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 770,000 (注)２

新株予約権の行使期間 平成20年８月２日～平成24年８月１日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　770
資本組入額　385

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、
かかる新株予約権を行使することができないもの
とする。
　その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受け
たものとの間で締結した「新株予約権割当契約
書」で定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取
締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

ただし、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式併合を行

う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

又、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式

数を調整する。 

　　２　新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ず

る1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

分割・合併の比率

　　　　又、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数
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平成１３年改正旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

株主総会の特別決議日（平成17年６月24日）

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数（個） 251 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式、単元株式数は1,000株です。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 251,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 646,000 (注)２

新株予約権の行使期間 平成19年７月１日～平成23年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　646
資本組入額　323

新株予約権の行使の条件 　新株予約権の一部行使はできないこととする。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承
認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

　　２　新株予約権発行日以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

分割・合併の比率

　　　　又、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数
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平成１３年改正旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

株主総会の特別決議日（平成16年６月25日）

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数（個） 189 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式、単元株式数は1,000株です。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 189,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 821,000 (注)２

新株予約権の行使期間 平成18年７月１日～平成22年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　821 
資本組入額　411

新株予約権の行使の条件 　新株予約権の一部行使はできないこととする。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承
認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

　　２　新株予約権発行日以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

分割・合併の比率

　　　　又、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数
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平成１３年改正旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

株主総会の特別決議日（平成15年６月27日）

第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数（個） 60 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式、単元株式数は1,000株です。

新株予約権の目的となる株式の数（株） 60,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 512,000 (注)２

新株予約権の行使期間 平成17年７月１日～平成21年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　512 
資本組入額　256

新株予約権の行使の条件 　新株予約権の一部行使はできないこととする。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承
認を要する。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(注)１　新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。

　　２　新株予約権発行日以降、当社が当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
1

分割・合併の比率

　　　　又、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整

により生じる１円未満の端数は切り上げる。

既発行株式数 ＋
新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数
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(3) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年12月31日 ― 34,057,923 ― 4,808 ― 2,721

　

(5) 【大株主の状況】

平成20年12月２日付けで伊藤忠商事㈱に対し、第三者割当による自己株式の処分を行ったため、以下の

とおり大株主の異動がありました。

　

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

伊藤忠商事㈱ 東京都港区北青山２丁目５番１号 5,946 17.46

　

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 2,086,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式31,606,000 31,606 ―

単元未満株式 普通株式   365,923― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 34,057,923― ―

総株主の議決権 ― 31,606 ―

(注)　「単元未満株式」の「株式数(株)」の欄には、自己株式166株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

（自己保有株式）
サンコール㈱

京都府京都市右京区梅津西
浦町14番地

2,086,000― 2,086,000 6.2

計 ― 2,086,000― 2,086,000 6.2

(注)　自己株式のうち、1,600千株につきましては12月２日付で伊藤忠商事(株)に処分しました。
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 550 540 540 518 468 427 418 356 287

最低(円) 453 510 476 444 380 386 299 275 217

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

　

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成１

９年内閣府令第６４号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　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を早期に適用し

ております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、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）に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レ

ビューを受けております。

　

３　連結財務諸表の作成方法について

当社の連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、従来、千円単位で記載しておりましたが、

当連結会計年度より百万円単位で記載することに変更いたしました。

　なお、比較を容易にするため、前連結会計年度についても百万円単位に組替え表示しております。
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１【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） ※１
 4,000

※１
 4,211

機械装置及び運搬具（純額） ※１
 6,790

※１
 7,097

その他（純額） ※１
 2,346

※１
 2,583

有形固定資産合計 13,137 13,892

無形固定資産 ※２
 258

※２
 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 88

その他 1,564

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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【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

売上高 7,927

売上原価 6,693

売上総利益 1,233

販売費及び一般管理費

運送費及び保管費 187

報酬及び給料手当 244

役員賞与引当金繰入額 6

賞与引当金繰入額 52

退職給付費用 31

その他 455

販売費及び一般管理費合計 977

営業利益 255

営業外収益

受取配当金 39

物品売却益 18

その他 15

営業外収益合計 73

営業外費用

為替差損 282

その他 11

営業外費用合計 294

経常利益 35

特別利益

固定資産売却益 97

その他 0

特別利益合計 98

特別損失

固定資産廃棄損 9

その他 0

特別損失合計 9

税金等調整前四半期純利益 124

法人税、住民税及び事業税 △115

法人税等調整額 171

法人税等合計 55

四半期純利益 68
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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 ※１
 4,311
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【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】

　
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)

会計方針の変更

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用　

　「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。　　

 

(2) 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の適用

　「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）を第１四半期連結会計期間から適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。　

 

　

【簡便な会計処理】

　
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)

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資産については、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。　
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【注記事項】

　

(四半期連結貸借対照表関係)

　
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
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額

25,219百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

24,354百万円

――― ※２　無形固定資産に含まれるのれんは、35百万円です。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
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)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期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 4,313百万円

預入期間が３ケ月超の定期預金 △ 2〃

現金及び現金同等物 4,311百万円
 

　

(株主資本等関係)

　

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）及び当第３四半期連結会計
期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

　

１．発行済株式及び自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

発行済株式
　普通株式(株)

34,057,923

自己株式
　普通株式(株)

490,335

　

２．新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
当第３四半期

連結会計期間末残高
（百万円）

提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 91

合計 91

　

３．配当に関する事項
配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月23日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 351 11.0平成20年３月31日平成20年６月24日

平成20年11月４日
取締役会 普通株式 利益剰余金 255 8.0平成20年９月30日平成20年12月10日

　

４．株主資本の著しい変動に関する事項
　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。

　
　

EDINET提出書類

サンコール株式会社(E01402)

四半期報告書

28/34



(有価証券関係)

　
当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)
その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

四半期連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額
(百万円)

株式 989 2,475 1,485

(注)　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当第３四半期連結累計期間において、その

他有価証券で時価のあるものについて932千円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた

額について減損処理を行うこととしております。

　

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20月10月１日　至　平成20年12月31日)及び当第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)
　

当社の事業の種類は、「精密加工金属製品・関連品」の製造販売事業及び「その他製品」の取扱事
業に二区分しております。
　全セグメントの売上高合計、営業利益の合計額に占める「精密加工金属製品・関連品」の製造販売事

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。

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)
　

日本
(百万円)

北アメリカ
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

5,716 786 1,423 7,927 ― 7,927

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

426 ― 239 665 (665) ―

計 6,142 786 1,662 8,592 (665) 7,927

営業利益 344 32 10 387 (131) 255

　
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)

　
日本
(百万円)

北アメリカ
(百万円)

アジア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

19,225 2,289 3,848 25,363 ― 25,363

(2) セグメント間の
内部売上高又は
振替高

1,555 ― 618 2,173 (2,173) ―

計 20,780 2,289 4,466 27,537 (2,173)25,363

営業利益 1,948 36 11 1,996 (416) 1,580

　
(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　　(1) 北アメリカ……アメリカ合衆国

　　　(2) アジア……中国、タイ、ベトナム、インドネシア
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

　

北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 837 156 2,340 65 3,399

Ⅱ　連結売上高(百万円) 7,927

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

10.6 2.0 29.5 0.8 42.9

　

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)

　

北アメリカ ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 2,438 623 7,256 249 10,567

Ⅱ　連結売上高(百万円) 25,363

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

9.6 2.5 28.6 1.0 41.7

　

(注)１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

　　２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　　(1) 北アメリカ………アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ

　　　(2) ヨーロッパ………ドイツ、スウェーデン、イタリア

　　　(3) アジア……………韓国、中国、タイ、ベトナム、インドネシア

　　　(4) その他の地域……オーストラリア・南米

　　３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
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
(平成20年３月31日)

734.29円 786.58円

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

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20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 25.68円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 25.61円

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
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)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 825

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 825

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 32,146,918

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた四半期純利益調整額(百万円)

―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(株)

82,731

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

 
―
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第３四半期連結会計期間

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 2.10円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 2.10円

(注)　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 68

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 68

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(株) 32,492,310

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた四半期純利益調整額(百万円)　

―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に
用いられた普通株式増加数(株)

111,630

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

 
―

 

　

　

２ 【その他】

　

　第92期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）中間配当については、平成20年11月４日開催の

取締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に

対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

１　配当金の総額 ： 255百万円

２　１株当たりの金額 ： ８円

３　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 ： 平成20年12月10日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月９日

サ　ン　コ　ー　ル　株　式　会　社

　　取　締　役　会　御　中

　

監査法人　ト　ー　マ　ツ

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　西　村　　　猛　　　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　石　井　　尚　志　　　印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサ

ンコール株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第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）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。 

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サンコール株式会社及び連結子会社の平成20

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の経

営成績並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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