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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 77,464 16.3 7,051 92.1 6,939 110.7 3,091 4.5
20年3月期 66,637 23.8 3,670 70.1 3,294 46.7 2,958 12.6

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 ％ ％ ％

21年3月期 19.26 ― 14.7 8.2 9.1
20年3月期 18.33 ― 14.7 4.2 5.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  △0百万円

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

21年3月期 84,489 21,733 25.7 135.43
20年3月期 84,707 20,448 24.1 127.42

（参考） 自己資本  21年3月期  21,733百万円 20年3月期  20,448百万円

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

21年3月期 3,276 △3,864 △220 16,898
20年3月期 4,576 △2,225 △2,123 17,807

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 802 27.1 4.0
21年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 802 25.9 3.8

22年3月期 
（予想）

― ― ― 3.50 3.50 25.5

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

33,000 △13.3 2,000 △51.8 1,900 △55.3 1,100 △57.4 6.85

通期 65,000 △16.1 4,000 △43.3 3,800 △45.2 2,200 △28.8 13.71

－1－



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) 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（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） 

（注）詳細は17～18ページ「連結財務諸表作成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） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 161,955,000株 20年3月期 161,955,000株

② 期末自己株式数 21年3月期 1,474,990株 20年3月期 1,468,278株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21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 ％

21年3月期 76,169 16.2 6,946 91.1 6,827 110.6 3,017 1.1
20年3月期 65,573 24.0 3,635 70.7 3,241 45.9 2,983 14.3

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

21年3月期 18.80 ―

20年3月期 18.49 ―

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 83,822 21,463 25.6 133.74
20年3月期 84,205 20,241 24.0 126.13

（参考） 自己資本 21年3月期  21,463百万円 20年3月期  20,241百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、3～6ページの「１．経営成績」をご覧ください。 

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 
累計期間

32,500 △13.3 2,000 △51.1 1,900 △54.6 1,100 △56.1 6.85

通期 64,000 △16.0 4,000 △42.4 3,800 △44.3 2,200 △27.1 13.71

－2－



 
 

１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 
 ①当期の連結業績の概況 

当期におけるわが国経済は、米国発の金融危機に伴って世界の実体経済が減速したこと、また、昨秋以降

の急激な円高も加わって輸出産業を中心に企業収益が大幅に悪化したことなどから経済活動が停滞し、企業

は大幅な減産や設備投資抑制を進めるなど景気が急激に悪化しました。 

造船業界においては、5 月に海上運賃が史上最高値を記録するなど、旺盛な船腹需要を背景に前半は新造

船受注が堅調だったものの、金融危機後に海運市況が急速に冷え込んだため韓国や中国の新興造船所を中心

に新造船のキャンセルが発生するなど後半は新造船商談が停滞し、2008 年の世界の新造船受注量は、前年

比 47.6%減少し 86,358千総トンとなりました。また、わが国の新造船受注量も前年比 29.8%減少し 14,499

千総トンとなりました。機械業界については、景気の悪化に伴い民間設備投資が大幅に減少しましたが、当

社主力製品であるクランク軸については、豊富な新造船受注残を背景に需給が逼迫した状況が続きました。

鉄構業界においては、公共投資が減少傾向にあり、受注環境は厳しい状況で推移しました。 

こうした状況において当社グループは、連結受注高については、前期比 63.1％減少の 42,218百万円となり

ました。連結売上高については、新造船の船価が改善したこと等から、前期比 16.3％増加の 77,464百万円と

なり、この結果、当期末の受注残高は前期末比 10.8％減少の 239,274 百万円となりました。損益面では、鋼

材及びその他資機材の仕入価格が高騰する一方で新造船の船価が改善したこと、受注済案件の一部の工事で今

後採算悪化が見込まれたことなどにより受注工事損失引当金を前期において計上していたことから、連結営業

利益は前期比 92.1％増加の 7,051百万円、連結経常利益は前期比 110.7％増加の 6,939百万円となりました。

連結当期純利益は、減損損失及び法人税等の計上により前期比 4.5％増加の 3,091百万円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

 

（ａ）船舶 

  船舶部門の受注高は、新造船として 84,500㎥ LPG 船１隻、75 千重量トンバルクキャリアー２隻、計３

隻を受注したほか、前期以前に受注した 180千重量トンバルクキャリアー２隻が 75千重量トンバルクキャ

リアー４隻に契約変更となりました。これに海上自衛隊や米海軍艦船等の修理工事及び一般商船の修理工事

等を加え 32,062百万円となり、前期比 69.5％減少しました。売上高は、新造船及び修理船工事で計 63,301

百万円となり、前期比 17.9％増加しました。当期に引渡した新造船は、115 千重量トン原油タンカー５隻、

115 千重量トンプロダクトタンカー４隻の計９隻です。受注残高は、新造船 34 隻に修理船を含め 226,792

百万円となり、前期末比 10.8％減少しました。損益面では、鋼材及びその他資機材の仕入価格が高騰したも

のの、新造船の船価が改善したことや前期において受注工事損失引当金を計上していたこと等から、営業利

益は、前期比 76.9％増加の 6,557百万円となりました。 

 

（ｂ）機械 

  機械部門の受注高は、機器工事として船舶用機器や一般産業機械等 227件、金額にして 8,089百万円とな

り、前期比 12.5％増加しました。売上高は、7,760百万円となり、前期比 8.7％増加しました。受注残高は、

6,089 百万円となり、前期末比 5.7％増加しました。営業利益は、設備投資によるクランク軸の増産効果等

により前期比 15.0％増加の 3,214百万円となりました。 
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（ｃ）鉄構 

  鉄構部門の受注高は、橋梁等 29 件、金額にして 927 百万円となり、前期比 5.5％増加しました。売上高

は、5,263百万円となり、前期比 11.2％増加しました。受注残高は、6,393百万円となり、前期末比 23.2％

減少しました。損益面では、採算の厳しい工事が売上に計上されたこと等により、営業損失は 854百万円（前

期営業損失 1,469百万円）となりました。 

 

（ｄ）その他 

  主な事業の内訳は、運輸業その他で、受注高は、1,139 百万円となり、前期比 7.5％増加しました。売上

高は、1,139百万円となり、前期比 7.5％増加しました。営業利益は、前期比 87.1％増加の 116百万円とな

りました。 

 

なお、連結営業利益は消去及び全社に含めた配賦不能営業費用を加え、7,051百万円となりました。 

 

{業績の推移:連結ベース}                              (単位:百万円) 
区    分 受注高 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当り当期純利益(円)

平成21年 3月期 42,218 77,464 7,051 6,939 3,091 19.26 

平成20年 3月期 114,255 66,637 3,670 3,294 2,958 18.33 

 

{業績の推移:単体ベース}                              (単位:百万円) 
区    分 受注高 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当り当期純利益(円)

平成21年 3月期 40,923 76,169 6,946 6,827 3,017 18.80 

平成20年 3月期 113,192 65,573 3,635 3,241 2,983 18.49 

 

  ②次期の見通し 
   造船業界においては、新造船については各社とも豊富な手持ち工事を有していること、海運マーケットの

低迷や船主への融資引き締め等による新造船発注の手控え長期化が予想されることから、受注量については

前期並みか前期よりも減少するものと予想されます。 

機械業界においては、世界経済の悪化により国内外の設備投資が減少傾向にあること等から厳しい受注環

境にあり、当社機械部門の主力製品である船舶用機器業界においても新造船マーケットの低迷の影響等から

不透明な状況となっております。 

こうした状況において当社グループは、新造船については 4年先までの手持ち工事を確保しており、これ

以上先の受注に関しては、新造船マーケットの動向や将来の採算見通しが不透明な状況であることから無理

な追加受注は考えておらず、連結受注高は 29,500 百万円に留まる見通しです。連結売上高については、前

期と比べ、橋梁事業からの撤退等による減少が見込まれることから 65,000 百万円となる見通しです。利益

面については、原材料・資機材価格の低下が見込まれることや機械部門の生産性向上による利益確保はある

ものの、新造船の不採算船の売上計上などにより連結営業利益 4,000 百万円、連結経常利益 3,800 百万円、

連結当期純利益 2,200百万円となる見通しです。 
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   （ａ）当社グループの業績見通し 

                                                     (単位:百万円) 
区   分 受注高 売上高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 
連結業績 29,500 65,000 4,000 3,800 2,200 

単体業績 28,500 64,000 4,000 3,800 2,200 

 
 

なお、為替レートは１米ドル＝100円を前提といたしております。 

 

   （ｂ）セグメント別の業績見通し 

                               (単位:百万円) 
区   分 受注高 売上高 営 業 利 益

船 舶 19,400 52,700 3,200

 
 

機 械 ・ 鉄 構 9,100 11,300 3,000  
そ の 他 1,000 1,000 0  
（ 消 去 ） － － △2,200  

 
合  計 29,500 65,000 4,000  

なお、橋梁事業から撤退することに伴い、事業区分をこれまでの「船舶」、「機械」、「鉄構」及び「その他」

から、「船舶」、「機械・鉄構」及び「その他」に変更しております。 
 
（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析 
   （ａ）資産 
     流動資産は、前連結会計年度末比 583 百万円減少し、50,647 百万円となりました。これは主に有形固

定資産の取得や前受金の減少による現金及び預金の減少によるものであります。固定資産は、橋梁事業撤

退による土地などの減損処理があったものの、有形固定資産の新規取得により前連結会計年度末比 365百
万円増加し、33,841百万円となりました。 

     この結果、総資産は前連結会計年度末比 218百万円減少し、84,489百万円となりました。 
 
   （ｂ）負債 
     流動負債は、前連結会計年度末比 258 百万円減少し、54,206 百万円となりました。これは鋼材等資材

価格の上昇による支払手形及び買掛金の増加などはあったものの、新造船の新規受注が減少したことによ

り前受金が減少したことによるものであります。固定負債は、団塊世代の退職などにより退職金支払額が

増加したことによる退職給付引当金の取崩などにより、前連結会計年度末比 1,244百万円減少の 8,549百
万円となりました。 

     この結果、負債合計は前連結会計年度末比 1,502百万円減少し、62,755百万円となりました。 

 

   （ｃ）純資産 
     純資産合計は、前連結会計年度末比 1,284百万円増加し、21,733百万円となりました。これは投資有価

証券の時価下落によるその他有価証券評価差額金の減少や配当金の支払による減少はあったものの、連結

当期純利益として 3,091百万円を計上したためであります。 
 
   （ｄ）キャッシュ・フローの状況 
     当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前受金の減少による資金減少はあっ

たものの、税金等調整前当期純利益の計上や仕入債務の増加により 3,276 百万円の資金増加となりまし
た。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により 3,864 百万円の資
金減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済や配当金の支払等によ

り 220百万円の資金減少となりました。 
以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ 909 百万円減
少し、16,898百万円となりました。 
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（２）キャッシュ・フロー関連指標の推移 
区分 17 年 3 月期 18 年 3 月期 19 年 3 月期 20 年 3 月期 21 年 3 月期

自己資本比率 28.6 26.9 26.9 24.1 25.7

時価ベースの 
自己資本比率 

61.8 74.6 99.4 58.7 34.4

キャッシュ・フロー 
対有利子負債比率 

1.0 1.2 0.4 1.5 3.0

インタレスト・カバレッ 
ジ・レシオ 

54.3 39.6 75.0 23.9 17.5

  （注）１． 各指標の算出方法は次のとおりです。 
        ・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÷営業活動キャッシュ・フロー 
        ・インタレスト・カバレッジ・レシオ    ： 営業活動キャッシュ・フロー÷利払い 
          ＊ 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・レシオについては、営業活動

によるキャッシュ・フローがマイナスの場合は表示していません。 
     ２．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しています。 
     ３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。 
     ４．営業活動によるキャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しています。 
     ５．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います。

また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 
 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
造船業界は、国内・海外の区別のない一つの世界市場で競争しており、完全に世界の海運市況、為替動向

に左右されることから、業績に大幅な変動を受け易い業種であります。このため、株主の皆様への利益還元

を第一に考え、企業体質強化のための内部留保との調和を図りつつも、その時々の事業環境や業績動向を勘

案して決定する方針を採っております。当期の期末配当金につきましては、1株当たり 5円とさせていただく
予定です。 
また、次期の配当金は、1株当たり 3.5円を予定しております。 
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２．企業集団の状況 
  当社及び当社の関係会社（当社、子会社 7社（平成 21年 3月 31日現在）により構成）において船舶の製造販売、機械

の製造販売、鉄構造物の製造販売を主な事業内容としています。各事業における当社及び関係会社の位置付け等は次の

とおりであります。 

〔船   舶〕  当社が製造販売しております。製造については、船舶建造工程の一部を佐世保重工生産サービス㈱（連結

子会社）が請負っております。 

〔機   械〕  当社が製造販売しております。製造については、一部を佐世保重工生産サービス㈱（連結子会社）が請負っ

ております。 

〔鉄   構〕  当社が製造販売しております。製造については、鉄構造物の一部を佐世保重工生産サービス㈱（連結子会

社）が請負っております。佐重工興産㈱（連結子会社）は土木・建設等の業務を行っております。 

〔そ の 他〕  ㈱つくもサービス（連結子会社）は、当社工場の警備及び清掃業務を請負っております。㈱サセホ興産(連結

子会社）は、当社より設備を賃借し、給食場及びゴルフ場の経営を行っております。佐世保重工生産サービ

ス㈱(連結子会社）は、当社の運輸業務に従事しております。佐世保重工設計㈱（連結子会社）は、当社の設

計業務を請負っております。佐世保マリン・アンド・ポートサービス㈱（連結子会社）は、曳船業務に従事して

おります。 

           

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

 

得  意  先 

                             （機械・鉄構製造、販売）               （船舶製造、販売）            

 
 

  

                        

          （下請製造） （運輸）                                    （その他） 

 

 

     

※休眠子会社（1社） 

                 

 

 
 

 

    佐 世 保 重 工 業 ㈱ 

㈱佐世保重工生産サービス㈱ 

（下請製造（船舶、機械、鉄構）、 

運輸） 

 

 

 

 

 

 

（曳船） 

佐世保マリン・アンド・

ポートサービス㈱ 

 

   

（土木・建設等） 

佐重工興産㈱（鉄構） 

  

（その他） 

㈱サセホ興産（給食販売等） 

㈱つくもｻｰﾋﾞｽ 

（警備及びﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ業務等） 

佐世保重工設計㈱（設計業務) 

 

   

㈱西九州商事 

製品の流れ 連結子会社    

その他 
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３．経営方針 

 （１）会社の経営の基本方針 

当社は、「顧客第一を旨とし、信頼に応え得る品質とサービスを提供する」ことを社是とし、技術の研鑽と

革新に努め、経営の効率化を図りつつ、国内外に向けて多種多様な船舶の建造及び修理を柱に、産業機械、化

工機器、舶用機器、鍛造品、鉄構製品を製造し、販売してまいりました。今後とも一層の企業努力を重ねて、

新しい時代のニーズに応え得る製品の開発に努め、広く産業界の要望に沿った品質の優れた製品を送り出し、

総合重機会社として顧客、株主、協力業者、その他取引先等への視点を重視しつつ、内外の信頼と期待に応え

得る企業活動を展開し、共存共栄を図り、企業の社会的使命を果たしてまいります。 

 

 （２）目標とする経営指標 

平成 22年 3月期業績見通しのうち売上高及び経常利益を重点目標として、部門別に掲げた方針の実現に向け

て全力を傾注してまいります。 

 

 （３）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、平成 18 年 5 月策定の「新・中期経営計画」にて、重点目標の一つである早期復配を平成 19 年（平

成 19 年 3 月期決算）において達成いたしました。また、平成 20 年度目標についてもおおむね達成しておりま

す。 

しかし昨年後半の金融危機以降、日本経済も景気低迷の長期化が懸念され、底の見えない状態が続いており

ます。経済情勢の変化が急激でその変動幅が非常に大きいことから、1 年先の情勢を見極めることも困難な状

況になっております。そのため当社は、「新・中期経営計画」に続く中期計画策定を当面延期し、経済情勢が

落ち着くまでの間、1 年ごとの経営計画を策定して、それを着実に実行することといたしました。なお、経済

情勢の不透明性が改善された時点で、改めて中期経営計画を策定する所存です。 

このような状況ではありますが、創業以来の基本精神である「顧客第一を旨とし、信頼に応え得る品質とサ

ービスを提供すること」や、伝統ある技術と豊富な実績を活かして顧客の長期的な満足を得られる高品質製品

の開発と製造販売を行う長期的な事業運営方針はまったく揺らいでおりません。当社は、1年ごとの経営計画

の中で、こうした事業運営方針に沿って経営を行うことで企業価値・株主共同の利益の向上を行ってまいりま

す。 

すなわち、世界不況に対応し、足許を固めた事業展開の徹底、事業・投資の選択と集中、経営基盤の更なる

強化を行うことにより、地元の期待に応え、日本社会の役に立ち、世界からも信頼されるものづくり企業を目

指してまいります。新造船をコアにした総合重機会社として新造船については利益確保を念頭に得意船型・船

種に絞った受注活動を行うほか、新造船設備の整備、船型研究開発を図ります。また、基地所在の造船所とし

て海上自衛隊や米海軍向け艦船修理工事に注力するほか、船舶用機器の品質及び生産性の向上を行うなど、伝

統を生かしつつ、時代の流れ・市場の変化に挑戦し変革を追及し、全社一丸となって大競争を勝ち抜いていく

所存であります。 

 

 （４）会社の対処すべき課題 

今後の我が国経済においては、世界経済悪化の影響により、景気低迷の長期化が懸念されます。 

造船業界は、新造船については豊富な手持工事を有しており、また鋼材を中心に原材料・資機材価格の低下

が予想されますが、海運マーケットの低迷や船主への融資引き締め等による新造船発注の手控え長期化、韓国
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や中国で発生している新造船キャンセル等の更なる拡がり等が懸念されます。また、国内造船所については、

円高への対応や、韓国や中国との競争に打ち勝つため更なる競争力の強化、団塊世代から若手への技能伝承等

が引き続き大きな課題となっています。 

機械業界においては、世界経済の悪化により国内外の設備投資が大幅に減少していること等から厳しい受注

環境が続くものと予想されます。また、当社主力製品であるクランク軸などの船舶用機器業界においても新造

船マーケットの低迷の影響等から不透明な状況となっています。 

こうした状況において、当社グループは世界同時不況に対応し、足許を固めた事業展開の徹底、事業・投資

の選択と集中、経営基盤の更なる強化を行うことにより、予想される厳しい経営環境に対応し、全社決算の改

善につなげるよう努力を続けて参ります。 

セグメント別の主な取組みとしては次のとおりです。 

① 船舶部門 

新造船については更なる生産性向上による収益力強化と、得意船型・船種に絞った受注活動を行ってまい

ります。 

修理船については、海上自衛隊や米海軍等の艦船の修理業務に注力するほか、一般商船修理工事の工期短

縮により収益改善を図ります。 

 

② 機械・鉄構部門 

機械事業については、大型設備投資の効果を発揮した生産性及び品質の大幅な改善を行い、更なる競争力

強化を図ってまいります。鉄構事業については、引き続き手持工事の着実な完工と収益改善に注力してまい

ります。なお、鉄構事業に関しては選択と集中の観点から抜本的見直しを行い、手持工事の完工をもって橋

梁事業から撤退することにいたしました。 
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１【連結財務諸表等】 
(1)【連結財務諸表】 
①【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,779 16,858 

受取手形及び売掛金 24,006 25,732 

有価証券 1,539 1,040 

たな卸資産 2,961 3,383 

繰延税金資産 1,570 1,748 

その他 2,435 1,891 

貸倒引当金 △62 △6 

流動資産合計 51,231 50,647 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 20,177 22,094 

減価償却累計額 △13,515 △13,609 

建物及び構築物（純額） 6,661 8,484 

ドック船台 4,461 4,461 

減価償却累計額 △3,738 △3,784 

ドック船台（純額） 722 676 

機械装置及び運搬具 21,907 25,353 

減価償却累計額 △17,580 △18,122 

機械装置及び運搬具（純額） 4,326 7,231 

工具器具備品 2,093 2,294 

減価償却累計額 △1,768 △1,845 

工具、器具及び備品（純額） 325 449 

土地 9,185 7,084 

リース資産 － 54 

減価償却累計額 － △6 

リース資産（純額） － 47 

建設仮勘定 3,393 2,633 

有形固定資産合計 24,613 26,607 

無形固定資産   

ソフトウエア 141 159 

リース資産 － 40 

実用新案権 0 0 

電話加入権 11 11 

無形固定資産合計 153 211 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,539 3,888 

長期貸付金 14 12 

繰延税金資産 2,801 2,784 

その他 863 619 

貸倒引当金 △510 △281 

投資その他の資産合計 8,708 7,022 

固定資産合計 33,476 33,841 

資産合計 84,707 84,489 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,117 24,244 

設備関係支払手形 1,116 1,476 

短期借入金 2,039 2,514 

1年内償還予定の社債 50 － 

リース債務 － 23 

未払法人税等 79 1,839 

前受金 25,273 18,918 

保証工事引当金 65 54 

受注工事損失引当金 3,258 2,442 

その他 2,466 2,694 

流動負債合計 54,465 54,206 

固定負債   

長期借入金 1,322 1,488 

リース債務 － 68 

繰延税金負債 3 0 

退職給付引当金 8,142 6,678 

特別修繕引当金 28 27 

その他 295 286 

固定負債合計 9,793 8,549 

負債合計 64,258 62,755 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,414 8,414 

資本剰余金 5,148 5,148 

利益剰余金 6,996 9,245 

自己株式 △974 △975 

株主資本合計 19,583 21,832 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 864 △99 

為替換算調整勘定 0 － 

評価・換算差額等合計 864 △99 

純資産合計 20,448 21,733 

負債純資産合計 84,707 84,489 
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②【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 66,637 77,464 

売上原価 60,600 67,489 

売上総利益 6,036 9,974 

販売費及び一般管理費   

給料 864 1,054 

退職給付費用 102 98 

貸倒引当金繰入額 15 1 

研究開発費 84 247 

賃借料 281 344 

その他 1,017 1,176 

販売費及び一般管理費合計 2,366 2,923 

営業利益 3,670 7,051 

営業外収益   

受取利息 106 120 

受取配当金 72 82 

受取保険金及び配当金 51 26 

その他 27 79 

営業外収益合計 257 309 

営業外費用   

支払利息 185 188 

為替差損 376 142 

持分法による投資損失 0 － 

その他 70 89 

営業外費用合計 633 420 

経常利益 3,294 6,939 

特別利益   

固定資産売却益 6 298 

貸倒引当金戻入額 － 136 

その他 － 1 

特別利益合計 6 436 

特別損失   

固定資産処分損 189 213 

減損損失 446 1,380 

投資有価証券評価損 838 178 

その他 177 290 

特別損失合計 1,652 2,062 

税金等調整前当期純利益 1,648 5,313 

法人税、住民税及び事業税 34 1,840 

法人税等調整額 △1,344 381 

法人税等合計 △1,309 2,221 

当期純利益 2,958 3,091 
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③【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,414 8,414 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,414 8,414 

資本剰余金   

前期末残高 5,148 5,148 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,148 5,148 

利益剰余金   

前期末残高 4,361 6,996 

当期変動額   

剰余金の配当 △323 △802 

買換資産積立金の積立 － △39 

当期純利益 2,958 3,091 

当期変動額合計 2,634 2,249 

当期末残高 6,996 9,245 

自己株式   

前期末残高 △7 △974 

当期変動額   

自己株式の取得 △966 △1 

当期変動額合計 △966 △1 

当期末残高 △974 △975 

株主資本合計   

前期末残高 17,916 19,583 

当期変動額   

剰余金の配当 △323 △802 

利益処分 － △39 

当期純利益 2,958 3,091 

自己株式の取得 △966 △1 

当期変動額合計 1,667 2,248 

当期末残高 19,583 21,832 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,805 864 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △941 △963 

当期変動額合計 △941 △963 

当期末残高 864 △99 

為替換算調整勘定   

前期末残高 1 0 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 0 － 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,806 864 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △942 △963 

当期変動額合計 △942 △963 

当期末残高 864 △99 

純資産合計   

前期末残高 19,723 20,448 

当期変動額   

剰余金の配当 △323 △802 

利益処分 － △39 

当期純利益 2,958 3,091 

自己株式の取得 △966 △1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △942 △963 

当期変動額合計 725 1,284 

当期末残高 20,448 21,733 
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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 1,648 5,313 

減価償却費 1,617 2,622 

減損損失 446 1,380 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15 △284 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △391 △1,463 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △102 － 

保証工事引当金の増減額（△は減少） △9 △11 

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） 3,182 △816 

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △21 △1 

受取利息及び受取配当金 △178 △203 

支払利息 185 188 

為替差損益（△は益） 364 66 

投資有価証券評価損益（△は益） 838 178 

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △104 

固定資産処分損益（△は益） 189 213 

売上債権の増減額（△は増加） △9,811 △1,726 

たな卸資産の増減額（△は増加） △564 △421 

未収消費税等の増減額（△は増加） △461 183 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △50 440 

仕入債務の増減額（△は減少） 536 3,778 

前受金の増減額（△は減少） 7,099 △6,355 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 276 225 

持分法による投資損益（△は益） 0 － 

その他 △194 107 

小計 4,616 3,311 

利息及び配当金の受取額 158 218 

利息の支払額 △191 △186 

法人税等の支払額 △6 △67 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,576 3,276 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,664 － 

定期預金の払戻による収入 3,519 1,545 

有価証券の取得による支出 △1,497 △1,000 

有価証券の売却及び償還による収入 1,998 1,000 

有形固定資産の取得による支出 △3,612 △6,469 

有形固定資産の売却による収入 15 1,291 

有形固定資産の除却による支出 △64 △79 

無形固定資産の取得による支出 △10 △77 

投資有価証券の取得による支出 △1,209 △1,113 

投資有価証券の売却及び償還による収入 252 1,032 

投資その他の資産の増減額（△は増加） 1 － 

貸付金の回収による収入 5 2 

その他 40 3 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,225 △3,864 

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） 5 850 

長期借入れによる収入 － 950 

長期借入金の返済による支出 △740 △1,159 

社債の償還による支出 △100 △50 

配当金の支払額 △321 △797 

自己株式の取得による支出 △966 △1 

その他 － △12 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,123 △220 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △211 △100 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15 △909 

現金及び現金同等物の期首残高 17,792 17,807 

現金及び現金同等物の期末残高 17,807 16,898 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
 該当事項なし。  
 
 
連結財務諸表作成のための基本となる事項 
１．連結の範囲に関する事項  

 （イ）連結子会社の数は次の７社である。 

   ㈱サセホ興産、佐世保重工生産サービス㈱、㈱つくもサービス、佐重工興産㈱、㈱西九州商事、佐世保重工設計㈱ 
   佐世保マリン・アンド・ポートサービス㈱ 
   ㈱エヌエヌユーは、当連結会計年度において佐世保重工生産サービス㈱に社名を変更している。 
 （ロ）非連結子会社はない。 
   前連結会計年度まで非連結子会社であった佐世保重工業（香港）有限公司は、当連結会計年度において清算している。 
 
２．持分法の適用に関する事項 
  持分法を適用していない関連会社数は、伊万里湾ポ－トサ－ビス㈱の１社である。 
    持分法を適用していない関連会社は、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）等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため、持分法の適用範囲から除外している。 
 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項 
  連結子会社の決算日は連結決算日と一致している。 
 
４．会計処理基準に関する事項 
 （イ）重要な資産の評価基準及び評価方法 
   (1) 有価証券 
      満期保有目的有価証券・・・･償却原価法（定額法） 
      その他有価証券 
         時価のあるもの・・・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している。） 
         時価のないもの・・・移動平均法による原価法 
   (2) デリバティブ 
      時価法 
   (3) たな卸資産 
      評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっており、主として原材料及び貯蔵品は移動平均

法による原価法、半成工事は個別法による原価法によっている。 
 
 （ロ）重要な減価償却資産の減価償却方法 
  （１）有形固定資産 
     定率法 
      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いる。 
    （追加情報） 
     有形固定資産の耐用年数の変更 
      当社の機械装置については、従来、耐用年数を 12年としていたが、当連結会計年度より９年に変更している。こ

の変更は法人税法の耐用年数の見直しを契機に、当社の機械装置の経済的耐用年数を見直したことによるものである。

この変更により、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ 298 百万円少な
く計上されている。 

      なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載している。 

－17－



 
 

    （２）無形固定資産 
     定額法 
   （３）リース資産 
     所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
      リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算出する方法によっている。なお、リース取引会計基準の改正

適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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

処理によっている。 
 
 （ハ）重要な引当金の計上基準 
   (1) 貸倒引当金 
     債権の貸倒れによる損失の発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別の回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。 
   (2) 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

いる。過去勤務債務は、その発生年度に費用処理し、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数（５年）による定率法により翌連結会計年度から費用処理することとしている。 
   (3) 保証工事引当金 
     製品の保証工事費の支出に充てるため、保証期間内の保証工事費用見積額を引当計上している。 
   (4) 特別修繕引当金 
     船舶の特別修繕費の支出に充てるため、過年度の実績を基礎にして修繕見積額を引当計上している。 
   (5) 受注工事損失引当金 
     未引渡工事のうち、当連結会計年度末時点で損失の発生する可能性が高いと見込まれ、かつ、当該損失を合理的に見

積もることが可能な工事について、翌連結会計年度以降の損失見積もり額を計上している。 
 （ニ）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 
   (1) 収益及び費用の計上 
     売上高は、完成基準に基づき、これを計上している。 

      ただし、請負金額が１億円以上で、かつ、工事期間が１年超（艦船修理工事については３ヶ月超）の工事について

は、工事進行基準により計上している。 
   (2) 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、税抜方式によっている。 
 
５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
   連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用している。 
 
６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
   連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に

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取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなる。 
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連結貸借対照表に関する注記 
                           当連結会計年度       前連結会計年度 

                            （21.3.31）         （20.3.31）  

１．担保に共している資産及び担保に係る債務 

   担保に共している資産                8,397百万円       10,258百万円 

   担保に係る債務                  10,911百万円       17,481百万円 

 

 

連結損益対照表に関する注記 
１．減損損失 

 （１）減損損失を認識した資産グループ及び減損損失額 

  ① （用途）鉄構事業用資産  （種類）土地他  （場所）長崎県佐世保市  （金額）1,335百万円 

  ② （用途）遊休資産     （種類）土地他  （場所）長崎県平戸市   （金額）   45百万円 

 （２）資産のグルーピングの方法 

  資産のグルーピングは、原則として事業の種類別セグメント単位とし、遊休資産は個々の物件単位でグルーピングしている。 

 （３）減損損失の認識に至った経緯 

  ① 鉄構事業用資産 

   橋梁事業については、主たる市場である国内の公共投資が減少し、競争が激化する中、当社グループにおいて不採算事業

となっていたことから撤退を決定したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額している。 

  ② 遊休資産 

   市場価格が下落したため帳簿価額を回収可能価額まで減額している。 

 （４）回収可能価額の算定方法 

  回収可能価額は、不動産鑑定評価額を基礎とした正味売却価額により算定している。 

 

 

連結株主資本変動計算書に関する注記 
１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末株式数 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末株式数

普通株式（株） 161,955,000 － － 161,955,000

 

２．自己株式に関する事項  

株式の種類 前連結会計年度末株式数 当連結会計年度増加 当連結会計年度減少 当連結会計年度末株式数

普通株式（株） 1,468,278 6,712 － 1,474,990

（注）増加数は、単元未満株主の買取請求による増加である。 

 

３．配当に関する事項 

 （１）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 
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平成 20年６月 25日 
（定時株主総会） 普通株式 利益 

剰余金 802 5.0 平成 20年３月 31日 平成 20年６月 26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 

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 21年６月 24日 
（定時株主総会） 普通株式 利益 

剰余金 802 5.0 平成 21年３月 31日 平成 21年６月 25日

 

 

連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記 
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 

当連結会計年度 
     （自 平成 20年４月 １日 
      至 平成 21年３月 31日） 

前連結会計年度 
     （自 平成 19年４月 １日 
      至 平成 20年３月 31日） 

現金及び預金勘定 
有価証券 
預入期間３ヶ月超の定期預金 
償還期間が３ヶ月超の債券等 

 16,858百万円 
  1,040 〃 
   － 〃 
△ 1,000 〃 

現金及び預金勘定 
有価証券 
預入期間３ヶ月超の定期預金 
償還期間が３ヶ月超の債券等 

 18,779百万円 
  1,539 〃 
△ 1,511 〃 
△  999 〃 

現金及び現金同等物  16,898 〃 現金及び現金同等物  17,807 〃 

 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項につ

いては、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する。 
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(セグメント情報) 
 【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
船舶 
(百万円) 

機械 
(百万円)

鉄構 
(百万円)

その他 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

63,301 7,760 5,263 1,139 77,464 ─ 77,464

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

─ ─ 1,693 1,629 3,323 (3,323) ─

計 63,301 7,760 6,956 2,769 80,787 (3,323) 77,464

営業費用 56,744 4,545 7,811 2,652 71,754 (1,341) 70,412

営業利益       
又は営業損失(△) 

6,557 3,214 △854 116 9,033 (1,982) 7,051

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

  

資産 30,513 9,528 2,910 1,156 44,109 40,380 84,489

減価償却費 1,210 552 135 257 2,156 465 2,622

減損損失 ─ ─ 1,335 ─ 1,335 45 1,380

資本的支出 2,949 1,856 189 499 5,494 1,741 7,235

（注）１ 製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行っている。 
２ 各事業の主な製品 
(1) 船舶……………油送船、ばら積貨物船、石炭運搬船、鉱石運搬船、木材運搬船、LPG船、コンテナ船、艦艇、海洋

調査船等の建造、改造及び修理 
(2) 機械……………製鉄機械、プレス機械、熱交換機、圧力装置、塔槽類、舶用ボイラー、フィンスタビライザー等

各種舶用機械、クランク軸等各種ディーゼル機関部品、舵構造 
(3) 鉄構……………橋梁、可動橋、水門扉、水圧鉄管、鉄骨、ケーブルクレーン、鋼製プール、ポンツーン・ケーソ

ン等海洋構造物 
(4) その他…………運輸、設備管理、ゴルフ場、各種代理店、その他 

 
前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
船舶 
(百万円) 

機械 
(百万円)

鉄構 
(百万円)

その他 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

53,707 7,137 4,732 1,059 66,637 ─ 66,637

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

─ ─ 675 1,436 2,111 (2,111) ─

計 53,707 7,137 5,407 2,495 68,748 (2,111) 66,637

営業費用 49,999 4,342 6,877 2,433 63,652 (685) 62,966

営業利益       
又は営業損失(△) 

3,707 2,795 △1,469 62 5,096 (1,426) 3,670

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

  

資産 29,444 7,139 2,566 177 39,327 45,379 84,707

減価償却費 790 400 87 14 1,291 326 1,617

減損損失 ─ ─ ─ 29 29 417 446

資本的支出 2,633 722 301 22 3,679 813 4,493

（注）１ 製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行っている。 
２ 各事業の主な製品 
(1) 船舶……………油送船、ばら積貨物船、石炭運搬船、鉱石運搬船、木材運搬船、LPG船、コンテナ船、艦艇、海洋

調査船等の建造、改造及び修理 
(2) 機械……………製鉄機械、プレス機械、熱交換機、圧力装置、塔槽類、舶用ボイラー、フィンスタビライザー等

各種舶用機械、クランク軸等各種ディーゼル機関部品、舵構造 
(3) 鉄構……………橋梁、可動橋、水門扉、水圧鉄管、鉄骨、ケーブルクレーン、鋼製プール、ポンツーン・ケーソ

ン等海洋構造物 
(4) その他…………運輸、設備管理、ゴルフ場、各種代理店、その他 

－21－



 
 

３ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおり。 

 
当連結会計年度
(百万円) 

前連結会計年度
(百万円) 

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額 

1,988 1,425
提出会社の総務部門等管理部門に
係る費用 

消去又は全社の項目に含めた
全社資産の金額 

41,296 45,379

提出会社における余資運用資金
(現金及び有価証券)、長期投資資
金(投資有価証券)及び管理部門に
係る資産等 

 

 
４ 機械装置の耐用年数の変更 

  「連結財務諸表作成のための基本となる事項 ４．会計処理基準に関する事項 （ロ）重要な減価償却資産の減価

消償却の方法」に記載のとおり、当連結会計年度より機械装置の耐用年数を変更している。この変更に伴う影響額

をセグメント別に集計すると次のとおりとなる。 

 
船舶 
(百万円) 

機械 
(百万円)

鉄構 
(百万円)

その他 
(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社(百万円) 

連結 
(百万円)

営業費用の増加 142 97 21 6 267 31 298

営業利益の減少（△） △142 △97 △21 △6 △267 (31) △298

資産の減少（△） △142 △97 △21 △6 △267 (31) △298

減価償却費の増加 142 97 21 6 267 31 298

 
 
【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、在外連結子会社及び支店がないため記載していない。 

 
 
【海外売上高】 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 中米 欧州 アジア アフリカ その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 30,595 179 22,352 5,330 597 59,055

Ⅱ 連結売上高(百万円)   77,464

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

39.5 0.2 28.8 6.9 0.8 76.2

(注)  １ 国又は地域の区別は、地理的近接度によっている。 

 ２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 中米…………パナマ、バハマ 

(2) 欧州…………スウェーデン、キプロス共和国 

(3) アジア………香港、シンガポ－ル、韓国、フィリピン、台湾 

(4) アフリカ……リベリア 

(5) その他………米国 

 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る。 
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 中米 欧州 アジア アフリカ その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 20,032 23 6,196 19,817 1,563 47,634

Ⅱ 連結売上高(百万円)   66,637

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

30.1 0.0 9.3 29.7 2.4 71.5

(注)  １ 国又は地域の区別は、地理的近接度によっている。 

 ２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 中米…………パナマ、バハマ、ベネズエラ 

(2) 欧州…………ギリシャ、ドイツ、イタリア、オランダ 

(3) アジア………香港、シンガポ－ル、フィリピン、台湾 

(4) アフリカ……リベリア 

(5) その他………米国、マーシャル諸島共和国 

 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る。 

 
(１株当たり情報) 

 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 135円43銭 １株当たり純資産額 127円42銭

１株当たり当期純利益金額 19円26銭 １株当たり当期純利益金額 18円33銭

  

(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いない。 

 
２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 

 
当連結会計年度末 
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 21,733 20,448

普通株主に係る純資産額（百万円） 21,733 20,448

普通株式の発行済株式数（千株） 161,955 161,955

普通株式の自己株式数（千株） 1,474 1,468

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数（千株） 

160,480 160,486

 

３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 

 
当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当期純利益（百万円） 3,091 2,958

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─ ─

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,091 2,958

普通株式の期中平均株式数（千株） 160,483 161,362

 
（重要な後発事象） 
 該当事項なし。 
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生産、受注及び販売の状況 
（１） 生産実績 

（単位：百万円） 

当連結会計年度 

( 20/4～21/3 ) 

前連結会計年度 

( 19/4～20/3 ) 
比 較 増 減 

部     門 

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%) 

船       舶 62,787 82.5 53,073 82.0 9,714 18.3

機       械 7,229 9.5 6,081 9.4 1,148 18.9

鉄      構 4,979 6.5 4,530 7.0 448 9.9

そ     の     他 1,139 1.5 1,059 1.6 79 7.5

合     計 76,135 100.0 64,744 100.0 11,390 17.6

（２） 受注状況 

（単位：百万円） 

当連結会計年度 

( 20/4～21/3 ) 

前連結会計年度 

( 19/4～20/3 ) 
比 較 増 減 

部     門 

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%) 

船       舶 32,062 75.9 105,128 92.0 △73,065 △69.5

機       械 8,089 19.2 7,188 6.3 900 12.5

鉄      構 927 2.2 878 0.8 48 5.5

そ     の     他 1,139 2.7 1,059 0.9 79 7.5

合     計 42,218 100.0 114,255 100.0 △72,036 △63.1

（３） 受注残高 

（単位：百万円） 

当連結会計年度 

( 20/4～21/3 ) 

前連結会計年度 

( 19/4～20/3 ) 
比 較 増 減 

部     門 

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%) 

船       舶 226,792 94.8 254,162 94.8 △27,369 △10.8

機       械 6,089 2.5 5,760 2.1 328 5.7

鉄      構 6,393 2.7 8,321 3.1 △1,927 △23.2

そ     の     他 - - - - - -

合     計 239,274 100.0 268,243 100.0 △28,968 △10.8

  （注１） 受注残高は、工事完成基準で記載している。当連結会計年度末の受注残高の内、船舶 31,445 百万円、鉄構
4,034 百万円を、前連結会計年度末の受注残高の内、船舶 27,435 百万円、鉄構 1,626 百万円を工事進行基準
による売上高として計上している。 

  （注2） 前連結会計年度末外貨建受注残高の為替レート変動による減少額140百万円は、当連結会計年度末受注残高
より減算している。 

（４） 販売実績 

（単位：百万円） 

当連結会計年度 

( 20/4～21/3 ) 

前連結会計年度 

( 19/4～20/3 ) 
比 較 増 減 

部     門 

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%) 

船       舶 63,301 81.7 53,707 80.6 9,594 17.9

機       械 7,760 10.0 7,137 10.7 622 8.7

鉄      構 5,263 6.8 4,732 7.1 530 11.2

そ     の     他 1,139 1.5 1,059 1.6 79 7.5

合     計 77,464 100.0 66,637 100.0 10,826 16.3
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２【財務諸表等】 
(1)【財務諸表】 
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) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,307 16,264 

受取手形 782 1,066 

売掛金 23,089 24,553 

有価証券 1,499 1,000 

原材料及び貯蔵品 1,192 1,238 

半成工事 1,753 2,127 

前払金 1,118 992 

前払費用 31 48 

繰延税金資産 1,552 1,730 

未収入金 1,390 972 

その他 63 55 

貸倒引当金 △58 △2 

流動資産合計 50,723 50,047 

固定資産   

有形固定資産   

建物 10,500 11,657 

減価償却累計額 △7,603 △7,450 

建物（純額） 2,896 4,206 

構築物 9,645 10,404 

減価償却累計額 △5,886 △6,131 

構築物（純額） 3,759 4,273 

ドック船台 4,461 4,461 

減価償却累計額 △3,738 △3,784 

ドック船台（純額） 722 676 

機械装置 21,122 23,131 

減価償却累計額 △16,897 △17,226 

機械及び装置（純額） 4,224 5,905 

船舶 153 1,245 

減価償却累計額 △119 △328 

船舶（純額） 33 916 

車両運搬具 448 725 

減価償却累計額 △402 △380 

車両運搬具（純額） 46 345 

工具器具備品 2,069 2,270 

減価償却累計額 △1,748 △1,825 

工具、器具及び備品（純額） 320 444 

土地 9,185 7,084 

リース資産 － 53 

減価償却累計額 － △6 

リース資産（純額） － 46 

建設仮勘定 3,428 2,635 

有形固定資産合計 24,615 26,533 
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(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) 

無形固定資産   

ソフトウエア 141 157 

リース資産 － 39 

実用新案権 0 0 

電話加入権 10 10 

無形固定資産合計 151 207 

投資その他の資産   

投資有価証券 5,406 3,771 

関係会社株式 141 130 

出資金 19 19 

長期貸付金 3 3 

従業員に対する長期貸付金 11 9 

破産更生債権等 399 172 

繰延税金資産 2,799 2,783 

長期未収入金 239 225 

その他 252 249 

貸倒引当金 △559 △330 

投資その他の資産合計 8,713 7,033 

固定資産合計 33,481 33,774 

資産合計 84,205 83,822 

負債の部   

流動負債   

支払手形 5,371 5,497 

設備関係支払手形 1,116 1,476 

買掛金 14,760 18,761 

短期借入金 2,039 2,514 

1年内償還予定の社債 50 － 

リース債務 － 22 

未払金 148 40 

未払費用 2,006 2,351 

未払法人税等 59 1,809 

前受金 25,273 18,917 

預り金 197 135 

保証工事引当金 65 54 

受注工事損失引当金 3,258 2,442 

その他 16 － 

流動負債合計 54,362 54,022 

固定負債   

長期借入金 1,322 1,488 

長期未払金 152 118 

リース債務 － 67 

退職給付引当金 8,097 6,635 

特別修繕引当金 28 27 

固定負債合計 9,601 8,336 

負債合計 63,963 62,359 
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(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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,414 8,414 

資本剰余金   

資本準備金 5,148 5,148 

資本剰余金合計 5,148 5,148 

利益剰余金   

利益準備金 1,456 1,456 

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 70 70 

買換資産圧縮積立金 － 57 

繰越利益剰余金 5,272 7,390 

利益剰余金合計 6,798 8,974 

自己株式 △974 △975 

株主資本合計 19,386 21,561 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 855 △98 

評価・換算差額等合計 855 △98 

純資産合計 20,241 21,463 

負債純資産合計 84,205 83,822 
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②【損益計算書】 

(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) 

売上高 65,573 76,169 

売上原価 59,683 66,438 

売上総利益 5,890 9,730 

販売費及び一般管理費   

給料 800 956 

退職給付費用 102 98 

福利厚生費 188 233 

旅費及び交通費 126 131 

業務委託費 113 221 

諸会費 41 47 

租税公課 99 100 

減価償却費 34 32 

賃借料 280 344 

研究開発費 84 247 

販売費 70 72 

貸倒引当金繰入額 13 － 

その他 297 296 

販売費及び一般管理費合計 2,254 2,783 

営業利益 3,635 6,946 

営業外収益   

受取利息 105 119 

受取配当金 72 81 

受取保険金及び配当金 34 23 

その他 26 76 

営業外収益合計 238 300 

営業外費用   

支払利息 185 188 

為替差損 376 142 

その他 70 89 

営業外費用合計 632 420 

経常利益 3,241 6,827 

特別利益   

固定資産売却益 6 297 

貸倒引当金戻入額 － 135 

その他 － 2 

特別利益合計 6 435 
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(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) 

特別損失   

固定資産処分損 187 213 

減損損失 385 1,380 

投資有価証券評価損 838 178 

その他 177 290 

特別損失合計 1,588 2,062 

税引前当期純利益 1,659 5,200 

法人税、住民税及び事業税 12 1,800 

法人税等調整額 △1,336 381 

法人税等合計 △1,323 2,182 

当期純利益 2,983 3,017 
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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) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,414 8,414 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 8,414 8,414 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,148 5,148 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,148 5,148 

資本剰余金合計   

前期末残高 5,148 5,148 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,148 5,148 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,456 1,456 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,456 1,456 

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金   

前期末残高 70 70 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 70 70 

買換資産圧縮積立金   

前期末残高 － － 

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の積立 － 57 

当期変動額合計 － 57 

当期末残高 － 57 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,612 5,272 

当期変動額   

剰余金の配当 △323 △802 

買換資産圧縮積立金の積立 － △96 

当期純利益 2,983 3,017 

当期変動額合計 2,659 2,118 

当期末残高 5,272 7,390 
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(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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 4,139 6,798 

当期変動額   

剰余金の配当 △323 △802 

買換資産圧縮積立金の積立 － △39 

当期純利益 2,983 3,017 

当期変動額合計 2,659 2,176 

当期末残高 6,798 8,974 

自己株式   

前期末残高 △7 △974 

当期変動額   

自己株式の取得 △966 △1 

当期変動額合計 △966 △1 

当期末残高 △974 △975 

株主資本合計   

前期末残高 17,693 19,386 

当期変動額   

剰余金の配当 △323 △802 

利益処分 － △39 

当期純利益 2,983 3,017 

自己株式の取得 △966 △1 

当期変動額合計 1,692 2,174 

当期末残高 19,386 21,561 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,782 855 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △926 △953 

当期変動額合計 △926 △953 

当期末残高 855 △98 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,782 855 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △926 △953 

当期変動額合計 △926 △953 

当期末残高 855 △98 
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(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) 

純資産合計   

前期末残高 19,475 20,241 

当期変動額   

剰余金の配当 △323 △802 

利益処分 － △39 

当期純利益 2,983 3,017 

自己株式の取得 △966 △1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △926 △953 

当期変動額合計 765 1,221 

当期末残高 20,241 21,463 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
 該当事項なし。  

 

 

その他 
（役員の異動） 
 平成 21 年 5 月 15 日公表の「取締役候補者の決定人事及び人事事項のお知らせ」をご参照ください。 
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