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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 9,171 △10.3 △131 ― 2 △96.1 △0 ―
24年3月期 10,229 17.4 22 ― 73 ― △25 ―

（注）包括利益 25年3月期 265百万円 （―％） 24年3月期 △47百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 △0.06 ― △0.0 0.0 △1.4
24年3月期 △2.65 ― ― ― 0.2

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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

25年3月期 15,149 11,922 78.7 1,251.12
24年3月期 15,412 11,723 76.1 1,230.06

（参考） 自己資本   25年3月期  11,922百万円 24年3月期  11,723百万円

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

25年3月期 857 △1,258 △71 2,223
24年3月期 △419 △949 △47 2,671

2.  配当の状況 

(注） 平成26年３月期の期末配当金（予想）の内訳：普通配当７円00銭、記念配当３円00銭 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 66 ― 0.6
25年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 66 ― 0.6
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 10.00 10.00 63.5

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 4,400 △9.9 △65 ― △35 ― △50 ― △5.25
通期 9,500 3.6 150 ― 200 ― 150 ― 15.74



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 10,066,872 株 24年3月期 10,066,872 株
② 期末自己株式数 25年3月期 537,500 株 24年3月期 535,677 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 9,530,257 株 24年3月期 9,531,222 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 9,084 △11.3 68 △28.1 131 △10.9 113 101.4
24年3月期 10,239 17.5 94 ― 147 ― 56 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 11.94 ―
24年3月期 5.93 ―

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

25年3月期 15,149 12,015 79.3 1,260.84
24年3月期 15,498 11,824 76.3 1,240.58

（参考） 自己資本 25年3月期  12,015百万円 24年3月期  11,824百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績予想は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、その情報の不確実性のほか、今後の経
済情勢、市場動向、株価・為替動向等の状況変化により予想数値と異なる可能性があります。 

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

第2四半期(累計) 4,150 △15.1 5 △95.4 35 △74.2 20 △37.5 2.10
通期 8,900 △2.0 220 222.6 270 105.5 220 93.3 23.08
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（１）経営成績に関する分析 

〔当期の経営成績〕 

 当連結会計年度における我が国経済は、欧州債務問題の長期化や中国経済の成長鈍化等による世界経済の減速、長

引く円高や株式市場の低迷など不透明な状況で推移しましたが、昨年末の政権交代を機に日本企業の経営環境改善に

向けた変化が見られるようになりました。 

 当社グループ（当社及び連結子会社）の主力業種である自動車関連製品は、エコカー補助金終了による個人消費の

減少が顕在化し、また、中国での日本車の販売不振による生産調整の影響を受けたため総じて厳しい状況で推移しま

した。 

 このような状況下、当社グループは、引き続き利益重視の経営、海外での受注拡大の方針のもと盤石な経営基盤を

築くため、新製品受注強化、生産性向上、原価低減及び経費削減に取り組んでまいりました。 

 これらの結果、当連結会計年度における売上高は91億７千１百万円（対前年同期比10.3％減）、営業損失１億３千

１百万円（前年同期は営業利益２千２百万円）、経常利益２百万円（対前年同期比96.1％減）、当期純損失０百万円

（前年同期は当期純損失２千５百万円）となりました。 

 

 当社グループの製品別概況は、次の通りであります。 

 

① 自動車関連製品 

 ナビゲーション等の車載電装品等の自動車関連製品の売上高は54億９千９百万円（対前年同期比1.7％増）となりま

した。 

 

② デジタル家電関連製品 

 デジタルカメラ・ビデオカメラ等のデジタル家電関連製品の売上高は13億４千９百万円（対前年同期比30.1％減）

となりました。 

 

③ 事務機関連製品 

 複写機・プリンター等の事務機関連製品の売上高は13億４千８百万円（対前年同期比22.7％減）となりました。 

 

④ その他の製品 

 その他の製品としては電子部品関連製品が主なものであります。その他の売上高は９億７千３百万円（対前年同期

比15.1％減）となりました。 

   

〔次期の見通し〕 

 次期の我が国経済の見通しといたしましては、金融緩和策や緊急経済対策の効果等を背景に国内景気は回復に向か

うものと思われますが、一方で、欧州経済の低迷長期化、中国経済の減速等不透明な要因も払拭されておらず、引き

続き予断を許さない状況が続くものと思われます。当社グループの主力業種である自動車関連製品は海外生産シフト

が益々進み、国内の仕事量の減少による競合各社との競争激化が予想されます。 

 このような状況のもと当社は、創立50周年を迎え、技術力再構築、安定受注顧客との取引拡大で盤石な経営基盤を

作り、特に、連結子会社であるタイサンコーの生産を軌道にのせ、海外拠点の強みを生かしたグローバルでの営業活

動を強化するとともに、利益を生み出す企業体質の定着を目指し、収益性向上に向けた取り組みを推進してまいりま

す。 

 平成26年３月期の連結業績予想といたしましては、売上高95億円、営業利益１億５千万円、経常利益２億円、当期

純利益１億５千万円を見込んでおります。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産・負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は151億４千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億６千３百万円減少しま

した。このうち流動資産は86億２千９百万円となり、14億７千７百万円減少しました。これは主に、現金及び預金４

億４千７百万円と受取手形及び売掛金９億６千万円の減少によるものであります。固定資産は65億１千９百万円とな

り、12億１千３百万円増加しました。これは主に、投資有価証券９億６千９百万円の増加によるものであります。 

 負債は32億２千６百万円となり、前連結会計年度末と比べ４億６千１百万円減少しました。流動負債は25億４千６

百万円となり、４億１千８百万円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金５億円の減少によるものでありま

す。固定負債は６億８千万円となり、４千３百万円減少しました。 

 純資産は119億２千２百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億９千８百万円増加しました。これは主に、配当金

支払６千６百万円による利益剰余金の減少がありましたが、その他有価証券評価差額金１億４千４百万円と為替換算

調整勘定１億２千１百万円の増加によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、22億２千３百万円となり前連結会計年

度末に比べ４億４千７百万円の減少となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・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） 

 営業活動の結果、増加した資金は、８億５千７百万円と前年同期と比べ12億７千７百万円増加しました。これは主

に、税金等調整前当期純利益２千万円に、減価償却費４億２千４百万円の計上や売上債権の減少９億６千９百万円な

どによる資金の増加と仕入債務の減少５億３千２百万円などによる資金の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、減少した資金は12億５千８百万円と前年同期と比べ３億９百万円減少しました。これは主に、投

資有価証券の取得による支出８億２百万円及び有形固定資産の取得による支出４億２千４百万円などによる資金の減

少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） 

 財務活動の結果、減少した資金は７千１百万円と前年同期と比べ２千３百万円減少しました。これは主に、配当金

の支払６千６百万円などによるものであります。 

  

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

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 

（注１）平成23年３月期連結会計年度が連結財務諸表の作成初年度であるため、平成22年３月期以前のキャッシ

ュ・フロー関連指標の推移については記載しておりません。 

（注２）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注３）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４）有利子負債及び支払利息が存在しないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カ

バレッジ・レシオは算出しておりません。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、当期の業績と将来の事業展開を考慮し、必要な内部留保を確保しつつ、株主に対する利益配分を も重要

な経営課題のひとつと考え、安定的に利益の還元を行うことを基本方針としております。当期の配当金につきまして

は、この基本方針に基づき、７円とさせていただく予定です。 

 また次期の配当金につきましては、創立50周年を記念し、株主各位に感謝の意を表するため記念配当を予定し、期

末配当金として１株当たり７円に記念配当として３円を加えた10円を予定しております。 

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

自己資本比率（％）  －  － ％ 73.8 ％ 76.1 ％78.7

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 －  － ％ 13.5 ％ 15.7 ％16.9

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（年） 
 －  －  －  － －

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
 －  －  －  － －

㈱サンコー　（6964）　平成25年3月期　決算短信

－3－



（１）会社の経営の基本方針 

 ◎経営理念 

 「我々会社の目的は社会の要請に応じ、優秀な製品を も廉価で生産し、供給する事によって、お互いの福利を増

進するにある」 

 当社グループは主に部品・ユニットのサプライヤーとして、社会の要請に応じ優秀な製品を も廉価で生産し供給

することによって、常に顧客のニーズに対応し、独自のノウハウと提案で、製品メーカーの魅力ある製品づくりをサ

ポートすることを通じて、社会に貢献することを基本方針としております。 

 

（２）中長期的な会社の経営戦略並びに会社の対処すべき課題 

 今後の経営環境は、新政府の金融政策により円安傾向が継続することで、日本製品の価格競争力が増し輸出関連企

業において歓迎できる経済環境に変っていくものと思います。しかしこのような経済環境下にあっても当社のお客様

である自動車産業はＡＳＥＡＮ地域を中心とした拡大の方針に拍車がかかり、部品の現地化がますます加速していき

ます。したがって量的な国内需要の減少は避けられません。このような環境の中で当社グループは技術力の再構築に

より国内内需製品の受注強化、タイ王国での受注拡大の方針で成長、利益重視の経営で盤石な経営基盤を築いてまい

ります。 

  

① 売り上げの拡大 

 自動車産業の電装製品、安全走行製品、メーター関連製品などさらに受注拡大を狙います。 

 その他、内需製品のスマートメーターの新規顧客の開拓も含め受注活動を強化します。 

② 収益力強化 

 生産現場では、自動化、省人化、材料歩留改善、工程内不良低減、内製化など、製品原価の見える化を推進し、製

造原価低減や不採算製品の改善スピードをアップさせます。 

③ グローバル化に対応 

 海外連結子会社THAI SANKO CO.,LTD.の生産体制を早期に確立させ、お客様のニーズに応えます。タイ国内の販売は

デジタルカメラ関連製品、自動車電装製品がメインですが、タイよりＡＳＥＡＮ諸国への輸出も視野に入れていま

す。 

④ 技術力強化 

 プラスチック事業の拡大を強力に進めていきます。プラスチック金型の内製化率を高め、インサートなどプレス部

品との複合加工製品に競合各社との差別化を図ります。開発技術では長年培ってきた駆動モジュール開発力を自動車

産業に対し提案営業を実施していきます。 

２．経営方針
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３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,671,335 2,223,858

受取手形及び売掛金 4,170,906 3,209,999

有価証券 2,000,000 2,000,000

製品 142,636 142,849

仕掛品 545,190 524,784

原材料及び貯蔵品 283,711 273,332

繰延税金資産 220,331 219,981

その他 72,927 34,928

流動資産合計 10,107,038 8,629,734

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,855,077 6,095,580

減価償却累計額 △4,045,185 △4,171,832

建物及び構築物（純額） 1,809,891 1,923,748

機械装置及び運搬具 6,834,218 6,881,038

減価償却累計額 △5,892,093 △5,827,733

機械装置及び運搬具（純額） 942,125 1,053,305

工具、器具及び備品 608,192 656,926

減価償却累計額 △516,966 △554,918

工具、器具及び備品（純額） 91,226 102,007

土地 845,406 865,705

リース資産 － 61,766

減価償却累計額 － △1,855

リース資産（純額） － 59,911

建設仮勘定 152,597 47,867

有形固定資産合計 3,841,247 4,052,544

無形固定資産 26,133 38,654

投資その他の資産   

投資有価証券 1,402,375 2,372,104

その他 37,198 57,462

貸倒引当金 △1,400 △1,400

投資その他の資産合計 1,438,173 2,428,166

固定資産合計 5,305,554 6,519,365

資産合計 15,412,593 15,149,100
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,553,196 2,052,690

賞与引当金 116,000 117,777

資産除去債務 － 144,375

その他 295,770 231,473

流動負債合計 2,964,966 2,546,316

固定負債   

リース債務 － 57,558

繰延税金負債 50,921 74,639

退職給付引当金 352,709 382,036

役員退職慰労引当金 50,380 40,590

資産除去債務 269,638 125,530

固定負債合計 723,649 680,354

負債合計 3,688,616 3,226,670

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,779,113 3,779,113

資本剰余金 3,498,197 3,498,197

利益剰余金 4,791,481 4,724,210

自己株式 △231,281 △231,748

株主資本合計 11,837,510 11,769,773

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △96,267 47,998

為替換算調整勘定 △17,266 104,658

その他の包括利益累計額合計 △113,533 152,656

純資産合計 11,723,976 11,922,429

負債純資産合計 15,412,593 15,149,100
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 10,229,633 9,171,486

売上原価 9,068,216 8,281,428

売上総利益 1,161,416 890,057

販売費及び一般管理費   

運賃 345,920 308,777

役員報酬 55,360 61,350

給料及び手当 255,619 219,204

賞与引当金繰入額 15,196 15,750

退職給付引当金繰入額 8,240 8,167

役員退職慰労引当金繰入額 6,350 5,800

減価償却費 19,971 16,291

研究開発費 136,738 136,276

その他 295,815 250,180

販売費及び一般管理費合計 1,139,212 1,021,798

営業利益又は営業損失（△） 22,204 △131,741

営業外収益   

受取利息 2,197 424

有価証券利息 13,557 27,074

受取配当金 13,762 12,985

為替差益 － 77,059

助成金収入 22,863 9,556

その他 9,923 8,196

営業外収益合計 62,305 135,296

営業外費用   

為替差損 9,790 －

その他 1,223 696

営業外費用合計 11,014 696

経常利益 73,494 2,858

特別利益   

固定資産売却益 3,109 18,280

役員退職慰労引当金戻入額 － 9,860

退職給付制度終了益 306,323 －

受取保険金 341,138 －

特別利益合計 650,571 28,140

特別損失   

固定資産売却損 4,124 2,625

固定資産除却損 20,727 5,012

減損損失 29,701 －

投資有価証券評価損 16,750 2,634

割増退職金等 316,008 －

災害による損失 326,027 －

特別損失合計 713,340 10,272
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

税金等調整前当期純利益 10,725 20,727

法人税、住民税及び事業税 12,300 23,491

法人税等調整額 23,654 △2,211

法人税等合計 35,954 21,279

少数株主損益調整前当期純損失（△） △25,228 △552

少数株主利益 － －

当期純損失（△） △25,228 △552
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △25,228 △552

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,277 144,265

為替換算調整勘定 △23,949 121,924

その他の包括利益合計 △22,671 266,190

包括利益 △47,900 265,637

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △47,900 265,637

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 3,779,113 3,779,113

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,779,113 3,779,113

資本剰余金   

当期首残高 3,498,197 3,498,197

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,498,197 3,498,197

利益剰余金   

当期首残高 4,864,366 4,791,481

当期変動額   

剰余金の配当 △47,656 △66,718

当期純損失（△） △25,228 △552

当期変動額合計 △72,885 △67,271

当期末残高 4,791,481 4,724,210

自己株式   

当期首残高 △231,268 △231,281

当期変動額   

自己株式の取得 △13 △466

当期変動額合計 △13 △466

当期末残高 △231,281 △231,748

株主資本合計   

当期首残高 11,910,409 11,837,510

当期変動額   

剰余金の配当 △47,656 △66,718

当期純損失（△） △25,228 △552

自己株式の取得 △13 △466

当期変動額合計 △72,898 △67,737

当期末残高 11,837,510 11,769,773
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △97,544 △96,267

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,277 144,265

当期変動額合計 1,277 144,265

当期末残高 △96,267 47,998

為替換算調整勘定   

当期首残高 6,682 △17,266

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,949 121,924

当期変動額合計 △23,949 121,924

当期末残高 △17,266 104,658

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △90,862 △113,533

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,671 266,190

当期変動額合計 △22,671 266,190

当期末残高 △113,533 152,656

純資産合計   

当期首残高 11,819,546 11,723,976

当期変動額   

剰余金の配当 △47,656 △66,718

当期純損失（△） △25,228 △552

自己株式の取得 △13 △466

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △22,671 266,190

当期変動額合計 △95,570 198,452

当期末残高 11,723,976 11,922,429
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 10,725 20,727

減価償却費 449,586 424,253

減損損失 29,701 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △729 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,000 1,505

退職給付引当金の増減額（△は減少） △298,709 28,686

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,350 △9,790

受取利息及び受取配当金 △29,518 △40,484

受取保険金 △341,138 －

固定資産売却損益（△は益） 1,014 △15,655

固定資産除却損 20,727 5,012

災害による損失 326,027 －

割増退職金等 316,008 －

投資有価証券評価損益（△は益） 16,750 2,634

売上債権の増減額（△は増加） △896,224 969,780

たな卸資産の増減額（△は増加） 57,748 38,253

仕入債務の増減額（△は減少） △184,143 △532,121

未払消費税等の増減額（△は減少） 100,459 △43,153

その他 △12,789 △14,640

小計 △463,152 835,009

利息及び配当金の受取額 26,682 37,578

法人税等の支払額 △8,194 △14,698

割増退職金等の支払額 △316,008 －

保険金の受取額 341,138 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △419,534 857,889

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 500,000 －

有価証券の取得による支出 △9,000,000 △2,499,867

有価証券の償還による収入 8,803,736 2,499,867

有形固定資産の取得による支出 △933,844 △424,225

有形固定資産の売却による収入 8,941 13,763

無形固定資産の取得による支出 △11,066 △19,611

投資有価証券の取得による支出 △301,215 △802,008

保険積立金の積立による支出 △13,899 △25,678

その他 △1,872 △463

投資活動によるキャッシュ・フロー △949,221 △1,258,223

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △13 △466

配当金の支払額 △47,700 △66,705

リース債務の返済による支出 － △3,847

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,714 △71,019

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33,879 23,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,450,349 △447,477

現金及び現金同等物の期首残高 4,121,684 2,671,335

現金及び現金同等物の期末残高 2,671,335 2,223,858
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 該当事項はありません。 

  

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 １社 

 連結子会社の名称 THAI SANKO CO.,LTD. 

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社 

SANKO TRADING USA,INC. 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 持分法を適用していない非連結子会社（SANKO TRADING USA,INC.)は、当期純損益（持分に見合う額）及び利

益剰余金(持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

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 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結会計年度末日の市場価格等による時価法（評価差額は全部純資産直入法で処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

製品(金型を除く）、仕掛品（金型を除く）及び原材料 

 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

製品（金型）及び仕掛品（金型） 

 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

貯蔵品 

 終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。 

（但し、当社は平成10年４月以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっておりま

す。） 

 なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

 建物及び構築物   ７～50年 

 機械装置及び運搬具 ４～17年 

② 無形固定資産 

 自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しており

ます。 

③ リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  

  

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）
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(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 金銭債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率法、貸倒懸念債権については財務

内容評価法によっております。 

② 賞与引当金 

 従業員の賞与に備えて、支給見込額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えて、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計年度

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。 

 なお、数理計算上の差異については、発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）

による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。また、過去勤務債務については

発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により処理しております。

④ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に備えて、会社内規に基づく連結会計年度末要支給相当額を計上しております。

(4) 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、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であります。 

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の処理方法 

税抜方式によっております。 

  

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

  

１ 報告セグメントの概要 

 前連結会計年度まで、「精密部品製造及びユニット加工事業」、「その他の事業」を報告セグメントとしてセ

グメント情報を開示しておりましたが、「精密部品製造及びユニット加工事業」以外の事業の重要性が乏しくな

ったため、「その他の事業」につきましては、「精密部品製造及びユニット加工事業」に付随する事業として同

事業と一体的な管理を行うこととしております。従いまして、報告セグメントは「精密部品製造及びユニット加

工事業」の単一セグメントであるため、当連結会計年度よりセグメント情報の記載を省略しております。 

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

（1）前連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

（会計方針の変更）

（セグメント情報等）

  

報告セグメント 
連結財務諸表 

計上額 
（千円） 

精密部品製造及び 
ユニット加工事業 

（千円） 

その他の事業 
（千円） 

売上高       

外部顧客への売上高  10,221,789  7,843  10,229,633

セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  －

計  10,221,789  7,843  10,229,633

セグメント利益  20,427  1,776  22,204

セグメント資産  15,409,687  2,905  15,412,593

その他の項目   

減価償却費  448,606  979  449,586

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額 
 865,603  －  865,603
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① 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

 該当事項はありません。 

  

② 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

（2）当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

 当社グループは、精密部品製造及びユニット加工事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。 

  

 （注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期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。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

３ １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株当たり純資産額 円06銭1,230

１株当たり当期純損失金額 ２円 銭65

１株当たり純資産額 円 銭1,251 12

１株当たり当期純損失金額 ０円06銭

項目 
前連結会計年度末 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成25年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  11,723,976  11,922,429

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  11,723,976  11,922,429

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
 9,531,195  9,529,372

項目 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純損失金額（千円）  △25,228  △552

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失金額（千円）  △25,228  △552

期中平均株式数（株）  9,531,222  9,530,257

（重要な後発事象）
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