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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 4,871 △6.8 537 25.1 498 27.5 257 3.2
21年3月期 5,224 0.1 429 △23.7 391 △10.9 249 1.3

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
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 ％ ％ ％

22年3月期 28.65 ― 15.1 9.6 11.0
21年3月期 27.77 ― 16.6 7.1 8.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 5,038 1,862 36.3 203.43
21年3月期 5,401 1,605 29.4 177.12

（参考） 自己資本   22年3月期  1,826百万円 21年3月期  1,590百万円

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

22年3月期 436 △20 △400 422
21年3月期 314 37 △409 405

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 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 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 26 10.8 1.8
22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 26 10.5 1.5

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 3.00 3.00 18.0

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

1,800 △16.3 30 △83.1 0 △100.0 0 △100.0 0.00

通期 4,500 △7.6 360 △33.0 300 △39.9 150 △41.7 16.70



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14ページ「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」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、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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） 22年3月期 8,987,700株 21年3月期 8,987,700株

② 期末自己株式数 22年3月期  8,259株 21年3月期  8,259株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 4,181 △5.9 456 10.1 431 16.2 214 27.8
21年3月期 4,442 △3.4 414 △22.5 371 △5.7 167 1.7

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

22年3月期 23.85 ―

21年3月期 18.65 ―

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

22年3月期 4,596 1,703 37.1 189.67
21年3月期 5,037 1,514 30.1 168.63

（参考） 自己資本 22年3月期  1,703百万円 21年3月期  1,514百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算定しております。実際の業績は今後様々な要因により記載の予想数値と異なる可
能性があります。 



(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、在庫調整の進展や海外経済の回復を背景に輸出、生産の増加から緩やかな

回復が続いたものの、その一方、雇用情勢は依然厳しく、海外経済の下振れ懸念やデフレの影響など景気を下押しす

るリスクの存在を含んだ状況で推移しました。  

 当社グループの係る建設業界におきましては、年度後半以降より企業収益の回復基調が続いたことから、民間設備

投資に下げ止まりの動きが見られたものの、依然厳しい状況が続いております。 

 このような状況のもと、当連結会計年度の業績は、受注高は4,180百万円（前年同期比20.8％減）となり、売上高

は4,871百万円（前年同期比6.8％減）となりました。 

 利益面につきましては、収益力の強化に懸命に取組み、更なるコストダウンに努めました結果、営業利益は537百

万円（前年同期比25.1％増）、経常利益は498百万円（前年同期比27.5％増）となり、当期純利益は257百万円（前年

同期比3.2％増）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あります。 

 ・ゴンドラ・舞台部門  

  受注高につきましては、修理保守関係におきまして、修理工事ならびに保守契約とも堅調でありましたが、ゴン

 ドラ、舞台装置とも事業年度を通じて物件数が少なく、2,505百万円（前年同期比7.1％減）となりました。 

  売上高につきましては、ゴンドラ、舞台装置とも受注残の消化に加え、修理保守関係が堅調に推移し、3,028百 

  万円（前年同期比13.8％増）となりました。 

 ・海洋関連部門   

  受注高につきましては、官公庁船などの定期検査および修理ならびに中間検査等の減少が大きく響き、1,214百 

  万円（前年同期比28.3％減）となりました。 

  売上高につきましては、上半期にハイブリッド魚礁「オーシャンクロス」を計上したものの、船舶修理関係の受

 注減に伴い、1,343百万円（前年同期比13.9％減）となりました。  

 ・その他  

  受注高につきましては、ゴンドラレンタル関係、また産業機械関係とも設備投資の低迷による影響が大きく、部

 門全体で460百万円（前年同期比47.9％減）となりました。 

  売上高につきましては、設備投資減少の影響により大きく落ち込み、部門全体で499百万円（前年同期比50.2％ 

 減）となりました。  

   

 次期の見通しにつきましては、わが国経済において、内外の景気回復に伴い企業収益の改善が顕著となり、全体と

して緩やかに回復していくとみられますが、原油、原材料価格の上昇や公共事業の大幅な減少など、業種によりまし

ては依然厳しい状況も予想されます。  

このような状況のなか当社グループは、継続的に収益を確保するため、市場のニーズに合致した製品やサービスを

提供し、顧客から信頼される企業を目指してまいります。  

「ゴンドラ・舞台」では、さらなるコストダウンと特殊なニーズに対応できる新技術の開発を継続し、拡大が見込

める中国市場におきましても、合弁会社との連携強化により製品販売の拡大、保守契約の獲得を目指します。  

 「海洋関連」では、船舶修理の新規顧客の開拓と既存顧客へのサービス向上による売上の維持とともに新型魚礁の

開発にも注力いたします。  

 「その他」では、各企業の設備投資再開をにらみ産業機械拡販を継続いたします。また、仮設ゴンドラにつきまし

ては、リニューアル需要の増加に伴い機材の充実を図ります。 

 次期（通期）の連結業績予想につきましては、売上高4,500百万円、営業利益360百万円、経常利益300百万円、当

期純利益150百万円を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 ①資産・負債・資本の状況 

 （連結財政状態）                                   （単位：百万円）

 総資産は、前連結会計年度末に比べ362百万円減少して5,038百万円となりました。これは当連結会計年度末におい

て、受取手形及び売掛金ならびに仕掛品の減少によるものであります。 

１．経営成績

  前  期 当  期 増  減 

総資産  5,401  5,038     △362

純資産  1,605     1,862  256

自己資本比率    29.4％ 36.3％ 6.9％ 

１株当たり純資産 177.12円 203.43円 26.31円 



 また、純資産は、当社や一部の国内子会社が堅調に業績を維持したことにより、前連結会計年度末に比べ256百万

円増加の1,862百万円となりました。この結果、１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ26.31円増加して

203.43円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の29.4％から36.3％に上昇いたしました。 

  

 ②キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べて16百万円増加し、当連結会計年度は422百万円になりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果獲得した資金は、436百万円（前連結会計年度は314百万円の獲得）となりました。これは主に

  当社グループの堅調な業績による税金等調整前当期純利益の計上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） 

   投資活動の結果使用した資金は、20百万円（前連結会計年度は37百万円の獲得）となりました。これは主に、

  有形固定資産の取得による支出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） 

   財務活動の結果使用した資金は、400百万円（前連結会計年度は409百万円の使用）となりました。これは主 

  に、当期純利益を原資にしたシンジケートローン等の借入金の返済によるものであります。 

  

    ③キャッシュ・フローの指標のトレンド 

  （注） １.各指標の算出方法は、次の通りです。 

        株主資本比率           ：株主資本／総資産 

        時価ベースの株主資本比率     ：株主時価総額／総資産 

        債務償還年数           ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

        インタレスト・カバレッジ・レシオ ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

      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）により算出しております。 

      ４.営業キャッシュ・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

        しております。 

      ５.有利子負債は、連結貸借対照表上に計上している短期借入金、一年内返済予定の長期借入金、長期借入 

        金を対象にしております。 

      ６.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おります。 

   

(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、株主の皆様への利益還元を重要な企業責任として位置づけており、配当性向を重視し、企業体質の一層の

強化と今後の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して配当金を決定する方針であります。 

 なお、今回の期末配当金につきましては、平成22年６月25日開催予定の第55回定時株主総会におきまして３円を付

議する予定であります。 

 次期の期末配当金につきましては、目下のところ３円を予定しております。  

  

 近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がありませんので開示を省略しております。  

  平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 

株主資本比率（％） 24.1 29.2 35.8 

時価ベースの株主資本比率（％） 15.0 12.8 18.0 

債務償還年数（年） 7.6 6.5 3.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.5 4.7 9.7 

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当社は昭和31年の創業以来、ビル用ゴンドラと舞台装置のパイオニアとして多彩な社会のニーズにお応えするた

め、安全性、高機能、使い易さに焦点を当てた製品づくりで、より快適な社会の実現を目指しており、常に顧客の満

足度を志向し、品質向上の継続的改善に努め、積極的に新技術に挑戦することを基本方針としております。   

  

(2）目標とする経営指標 

 当社はＲＯＥ（株主資本利益率）を経営指標としており、上場時において１株当たり7.5円の配当を上場前実績基

準とし平均28％以上の配当性向を公約しております。 

 当期においてのＲＯＥは15.1％でありました。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は受注競争力の強化、設計・製造の強化を経営改革の課題とし、中期経営計画において品質重視の展開指針を

次のとおり定めております。 

①常に顧客の満足度を志向する。 

 1. 顧客要求のフィードバック体制の維持、拡大  2. 製品ラインナップの見直し 

②品質向上の継続的改善に努める。 

 1. 安全性の絶対確保 2. 不適合、苦情の撲滅 3. コストダウンの推進 

③積極的に新技術に挑戦する。 

 1. 社外で開発される新技術の情報収集体制の構築 2. 新製品、新機構の開発  

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループが対処すべき当面の課題としては、①ＩＳＯ９００１－2008年版継続的改善 ②魚礁の市場開拓 ③海

外市場 ④一般産業機械の販売 ⑤ゴンドラレンタル事業に係る機材の充実へ向けた取組みであります。 

①平成22年５月に第１回定期審査が予定されております。 

②魚礁市場の全国展開は継続案件です。 

③海外市場を調査し新製品・新たなサービスの提供を含む展開を図ります。 

④製造業における生産ライン向けの特殊昇降装置や可動装置等の委託生産獲得の拡大を図ります。 

⑤ゴンドラレンタル事業で減価償却済みになる使用機材を新規製造等により入替えを行い使用機材の充実を図りま 

 す。  

３．経営方針



４．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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 416,846 470,379

受取手形及び売掛金 1,633,131 1,375,776

仕掛品 304,840 254,039

原材料及び貯蔵品 80,207 72,391

繰延税金資産 66,044 51,066

その他 56,677 55,867

貸倒引当金 △5,246 △7,701

流動資産合計 2,552,502 2,271,818

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  499,897 ※2  466,383

機械装置及び運搬具（純額） ※2  52,691 ※2  43,318

工具、器具及び備品（純額） ※2  31,604 ※2  19,696

土地 ※2  1,900,031 ※2  1,900,031

リース資産（純額） 4,806 3,928

その他（純額） ※2  17,331 ※2  15,192

有形固定資産合計 ※1  2,506,363 ※1  2,448,550

無形固定資産 ※2  156,782 ※2  158,716

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  33,564 ※2  36,412

繰延税金資産 24,344 2,540

その他 145,556 134,865

貸倒引当金 △17,834 △14,100

投資その他の資産合計 185,630 159,718

固定資産合計 2,848,776 2,766,985

資産合計 5,401,279 5,038,804



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 929,728 701,603

短期借入金 ※2  357,045 ※2  188,050

1年内返済予定の長期借入金 ※2  385,339 ※2  1,102,096

リース債務 730 857

未払法人税等 109,897 128,761

賞与引当金 62,671 50,846

受注損失引当金 ※3  73,473 －

工事損失引当金 － ※4  51,409

その他 279,944 268,901

流動負債合計 2,198,830 2,492,526

固定負債   

長期借入金 ※2  1,295,884 ※2  378,294

リース債務 4,091 3,458

退職給付引当金 204,592 203,039

役員退職慰労引当金 91,867 99,027

その他 315 －

固定負債合計 1,596,751 683,819

負債合計 3,795,581 3,176,345

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,437 890,437

資本剰余金 104,015 104,015

利益剰余金 582,423 812,783

自己株式 △902 △902

株主資本合計 1,575,974 1,806,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,511 6,209

為替換算調整勘定 9,930 14,157

評価・換算差額等合計 14,442 20,366

少数株主持分 15,281 35,757

純資産合計 1,605,698 1,862,458

負債純資産合計 5,401,279 5,038,804



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 5,224,574 4,871,218

売上原価 4,006,595 ※3  3,610,287

売上総利益 1,217,979 1,260,930

販売費及び一般管理費   

役員報酬 77,832 77,979

給料及び手当 337,849 318,393

賞与引当金繰入額 16,446 11,081

退職給付費用 25,772 15,148

役員退職慰労引当金繰入額 7,160 7,160

貸倒引当金繰入額 1,672 1,700

減価償却費 12,144 10,634

その他 309,648 281,558

販売費及び一般管理費合計 788,526 723,656

営業利益 429,452 537,274

営業外収益   

受取利息 881 537

受取配当金 724 642

受取保険金 5,864 －

保険解約返戻金 － 4,722

為替差益 17,463 －

その他 9,625 15,350

営業外収益合計 34,559 21,252

営業外費用   

支払利息 66,206 46,516

為替差損 － 11,172

シンジケートローン関連費用 1,000 1,000

その他 5,497 1,054

営業外費用合計 72,704 59,743

経常利益 391,308 498,783

特別利益   

固定資産売却益 524 ※1  1,589

特別利益合計 524 1,589

特別損失   

前期損益修正損 1,671 －

固定資産除売却損 ※2  775 ※2  767

貸倒損失 － 508

貸倒引当金繰入額 － 3,570

その他 － 120

特別損失合計 2,446 4,967

税金等調整前当期純利益 389,386 495,406

法人税、住民税及び事業税 158,833 188,394

法人税等調整額 8,473 31,048

法人税等合計 167,306 219,443

少数株主利益又は少数株主損失（△） △27,340 18,664

当期純利益 249,419 257,298



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 890,437 890,437

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 890,437 890,437

資本剰余金   

前期末残高 104,015 104,015

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 104,015 104,015

利益剰余金   

前期末残高 359,957 582,423

当期変動額   

剰余金の配当 △26,954 △26,938

当期純利益 249,419 257,298

当期変動額合計 222,465 230,360

当期末残高 582,423 812,783

自己株式   

前期末残高 △382 △902

当期変動額   

自己株式の取得 △519 －

当期変動額合計 △519 －

当期末残高 △902 △902

株主資本合計   

前期末残高 1,354,027 1,575,974

当期変動額   

剰余金の配当 △26,954 △26,938

当期純利益 249,419 257,298

自己株式の取得 △519 －

当期変動額合計 221,946 230,360

当期末残高 1,575,974 1,806,334



（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 15,235 4,511

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,723 1,697

当期変動額合計 △10,723 1,697

当期末残高 4,511 6,209

為替換算調整勘定   

前期末残高 41,991 9,930

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,060 4,227

当期変動額合計 △32,060 4,227

当期末残高 9,930 14,157

評価・換算差額等合計   

前期末残高 57,226 14,442

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42,783 5,924

当期変動額合計 △42,783 5,924

当期末残高 14,442 20,366

少数株主持分   

前期末残高 56,501 15,281

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △41,219 20,475

当期変動額合計 △41,219 20,475

当期末残高 15,281 35,757

純資産合計   

前期末残高 1,467,755 1,605,698

当期変動額   

剰余金の配当 △26,954 △26,938

当期純利益 249,419 257,298

自己株式の取得 △519 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △84,003 26,400

当期変動額合計 137,942 256,760

当期末残高 1,605,698 1,862,458



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 389,386 495,406

減価償却費 81,561 68,547

受注損失引当金の増減額（△は減少） 73,473 △73,473

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 51,409

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,023 △1,552

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,160 7,160

受取利息及び受取配当金 △1,606 △1,180

支払利息 66,206 46,516

為替差損益（△は益） △16,534 10,332

固定資産除売却損益（△は益） 250 △821

売上債権の増減額（△は増加） △29,190 292,922

たな卸資産の増減額（△は増加） △18,134 60,732

仕入債務の増減額（△は減少） 152,599 △222,793

その他 △119,759 △84,136

小計 581,388 649,069

利息及び配当金の受取額 1,631 1,152

利息の支払額 △64,928 △44,907

法人税等の支払額 △203,887 △169,057

営業活動によるキャッシュ・フロー 314,203 436,257

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） 25,403 △800

有形固定資産の取得による支出 △16,644 △12,296

有形固定資産の売却による収入 1,207 3,974

無形固定資産の取得による支出 － △1,159

貸付けによる支出 △30 △240

貸付金の回収による収入 15,772 684

その他 11,551 △10,343

投資活動によるキャッシュ・フロー 37,260 △20,181

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） 17,826 △170,575

長期借入れによる収入 26,700 245,000

長期借入金の返済による支出 △426,719 △447,471

配当金の支払額 △26,355 △26,434

その他 △519 △730

財務活動によるキャッシュ・フロー △409,067 △400,211

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,990 807

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,594 16,671

現金及び現金同等物の期首残高 465,941 405,346

現金及び現金同等物の期末残高 405,346 422,018



   該当事項はありません。 

  

（5）継続企業の前提に関する注記

（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

 無形固定資産 

――――― 

 無形固定資産 

   定額法   

     自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。    

(2）重要な引当金の計上

基準 

① 受注損失引当金 

 受注工事の損失に備えるため、将来の

損失見込額を計上しております。 

① 受注損失引当金 

       ――――― 

  ② 工事損失引当金 

――――― 

② 工事損失引当金 

 工事契約について、工事原価総額が工

事収益総額を超過する可能性が高く、か

つ、その金額を合理的に見積もることが

できる場合には、その超過すると見込ま

れる額のうち、当該工事契約に関して、

既に計上された損益の額を控除した残高

を計上しております。   

(3）重要なヘッジ会計の

方法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利キャップ取引について、特例処理

の要件を満たしているものは特例処理を

採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

 金利キャップ取引及び金利スワップ取

引については、特例処理の要件を満たし

ているものは特例処理を採用しておりま

す。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利キャップ 

ヘッジ対象…借入金 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…金利キャップ及び金利ス

        ワップ 

    ヘッジ対象…借入金 

  ③ ヘッジ方針 

 デリバティブ取引についての基本方針

は取締役会で決定され、取引の実行及び

管理は管理本部経理グループが行ってお

ります。 

③ ヘッジ方針 

 同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利キャップ取引については、特例処

理によっているため、有効性の評価を省

略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

金利キャップ取引及び金利スワップ取引

については、特例処理によっているた

め、有効性の評価を省略しております。



 なお、上記以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省

略しております。 

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4）その他連結財務諸表

作成のための重要な事

項  

① 収益の計上基準 

 請負工事の収益計上基準は原則として

工事完成基準によっておりますが、長

期・大型工事（工期１年以上かつ請負金

額40,000千円以上）については、工事進

行基準によっております。 

 なお、当連結会計年度は該当ありませ

ん。 

① 収益の計上基準 

――――― 

② 重要な収益及び費用の計上基準 

――――― 

② 重要な収益及び費用の計上基準 

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

 （イ）当連結会計年度末までの進捗部分

について成果の確実性が認められる工事

  工事進行基準（工事の進捗率の見積り

は原価比例法） 

 （ロ）その他の工事 

  工事完成基準 

 （会計方法の変更） 

  当連結会計年度より「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準 第15号 

平成19年12月27日）を適用しておりま

す。  

  これにより売上高は138,869千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は9,029千円減少しており

ます。  

 なお、セグメント情報に与える影響

は、当該個所に記載しております。 



（7）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

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号 （平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 なお、リース取引開始日が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、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。  

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

 また、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。  

  （リース取引に関する会計基準） 

───── 

  （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

───── 

  

  

  

 （完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更）  

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負

金額40,000千円以上かつ工期１年超の工事については工事

進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用

しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業

会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号

平成19年12月27日）を当連結会計年度より適用し、当連結

連結会計期間に着手した工事契約から、当連結会計年度末

までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事

（工期がごく短く、金額的な重要性が乏しい工事を除く）

については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比

例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用し

ております。  

 これにより、売上高は138,869千円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ9,029

千円減少しております。  

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載

しております。 

  また、工事契約に係る将来の損失見込額は、前連結会計

期間において「受注損失引当金」として表示していました

が、上記変更に伴い、当連結会計期間では「工事損失引当

金」として表示しております。 

  



（8）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 （連結貸借対照表） 

  「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）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「仕掛品」「原材料及び貯蔵

品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」はそれぞれ301,197千

円、74,701千円であります。 

 （連結貸借対照表） 

         ────── 

 （連結損益計算書） 

         ────── 

  （連結損益計算書） 

  前連結会計年度において区分掲記しておりました営業

外収益の「受取保険金」（当連結会計年度は1,960千

円）は、営業外収益の総額の100分の10以下となったた

め、営業外収益の「その他」に含めて表示することとし

ました。 

   前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「保険解約返戻金」は、営業外

収益総額の100分の10を超えたため、区分掲記すること

としました。  

  なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含

まれる「保険解約返戻金」は7千円であります。 



（9）注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   1,533,251千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額    千円1,559,189

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産及び当該担保権によって担保

されている債務は次のとおりであります。 

※２ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産及び当該担保権によって担保

されている債務は次のとおりであります。 

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 

イ． 建物及び構築物      146,020千円

  土地 834,121千円

  無形固定資産   120,018千円

  投資有価証券  13,554千円

  計   1,113,714千円

イ． 建物及び構築物       千円246,297

  土地 千円633,861

  無形固定資産    千円119,484

  投資有価証券   千円14,640

  計    千円1,014,283

ロ．工場財団を組成している資産 ロ．工場財団を組成している資産 

建物及び構築物 139,575千円

機械装置及び運搬具  1,614千円

工具、器具及び備品   57千円

土地 950,000千円

有形固定資産・その他 12,809千円

計   1,104,056千円

建物及び構築物 千円129,077

機械装置及び運搬具   千円1,124

工具、器具及び備品    千円38

土地 千円950,000

有形固定資産・その他 千円11,652

計    千円1,091,893

(2）担保されている債務 (2）担保されている債務 

短期借入金 307,045千円

１年内返済予定の長期借入金 175,000千円

長期借入金 275,000千円

計 757,045千円

短期借入金 千円138,050

１年内返済予定の長期借入金 千円160,000

長期借入金 千円264,000

計 千円562,050

※３ 受注損失に係る将来の損失見込額については、当連

結会計期間より受注損失引当金として区分掲記してお

ります。       

           ───── 

   

          ───── ※４ 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事

損失引当金は、相殺せず両建てで表示しております。

   損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産

のうち、工事損失引当金に対応する額は仕掛品3,828

千円であります。  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

         ───── ※１ 固定資産売却益の内容は、主として機械装置及び運

搬具であります。 

※２ 固定資産売却損の内容は、主として工具、器具及び

備品であります。 

※２ 固定資産売却損の内容は、主として機械装置及び運

搬具であります。 

         ───── ※３ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額  

千円 51,409



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加６千株は、単元未満株式の取得による増加であります。   

  

２．配当に関する事項  

       （１）配当金支払額 

       （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 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  8,987  －  －  8,987

合計  8,987  －  －  8,987

自己株式         

普通株式（注）  2  6  －  8

合計  2  6  －  8

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

 平成20年6月26日 

  定時株主総会 
 普通株式  26,954  利益剰余金  3 平成20年3月31日 平成20年6月27日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

 平成21年6月26日 

  定時株主総会 
 普通株式  26,938  利益剰余金  3 平成21年3月31日 平成21年6月29日 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  8,987  －  －  8,987

合計  8,987  －  －  8,987

自己株式     

普通株式  8  －  －  8

合計  8  －  －  8



２．配当に関する事項  

       （１）配当金支払額 

       （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しております。 

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しております。 

  

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しております。 

  

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しております。 

  

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しております。 

  

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しております。 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

 平成21年6月26日 

  定時株主総会 
 普通株式  26,938  利益剰余金  3 平成21年3月31日 平成21年6月29日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

 平成22年6月25日 

  定時株主総会 
 普通株式  26,938  利益剰余金  3 平成22年3月31日 平成22年6月28日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 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 

 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 

（平成21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 416,846千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △11,500千円

現金及び現金同等物 405,346千円

現金及び預金勘定 千円470,379

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 千円△48,361

現金及び現金同等物 千円422,018

（リース取引関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（税効果会計関係）



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

   

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

日本標準産業分類をベースに、製品の製造方法・販売方法の類似性を勘案して区分しております。 

２．各事業区分の主要な事業内容 

ゴンドラ・舞台：窓拭き用ゴンドラ、舞台装置の設計・製造販売・据付、納入製品の保守修理 

海洋関連   ：船舶修理、魚礁・浮体式灯標の製作、船員宿泊業務 

その他    ：新築ビル用・既設ビルリフォーム用のゴンドラレンタル、損害保険代理業、ビル管理業

務、産業機械の製造販売、建物の設備器械及び建具建材の販売 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
ゴンドラ・
舞台(千円) 

海洋関連
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

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  2,660,717  1,561,055  1,002,801  5,224,574  －  5,224,574

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  34,891  34,891 (34,891)  －

計  2,660,717  1,561,055  1,037,692  5,259,465 (34,891)  5,224,574

営業費用  2,146,210  1,303,468  1,062,159  4,511,838  283,282  4,795,121

営業利益又は営業損失(△）  514,506  257,587  △24,466  747,627 (318,174)  429,452

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
            

資産  2,593,929  1,392,862  762,901  4,749,692  651,586  5,401,279

減価償却費  32,315  15,207  30,937  78,460  3,101  81,561

資本的支出  11,819  －  13,064  24,884  －  24,884

  
ゴンドラ・
舞台(千円) 

海洋関連
（千円） 

その他
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

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  3,028,419  1,343,704  499,094  4,871,218  －  4,871,218

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  375  94,664  95,040 (95,040)  －

計  3,028,419  1,344,080  593,759  4,966,258 (95,040)  4,871,218

営業費用  2,350,385  1,156,034  595,503  4,101,923  232,020  4,333,944

営業利益  678,033  188,046  1,744  864,335 (327,060)  537,274

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
            

資産  2,679,327  1,141,283  752,251  4,572,862  465,942  5,038,804

減価償却費  15,629  20,687  31,636  67,953  594  68,547

資本的支出  2,054  3,040  905  6,001  －  6,001



３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度318,174千円、

当連結会計年度232,020千円であります。その主なものは、当社の管理本部総務グループ、管理本部経理グ

ループ等の管理部門の費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度651,586千円、当連結会計年

度465,942千円であります。その主なものは、余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証

券、投資その他の資産・その他）及び管理部門に係る資産等であります。 

    ５．会計方針の変更 

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

      （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

       この変更により、従来の方法に比べて、「ゴンドラ・舞台」の営業費用は 3,887千円増加し、営業利益は

同額減少しております。 

      （リース取引に関する会計基準の適用） 

       「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」に記載のとおり、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当連結

会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 （平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

       なお、リース取引開始日が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、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

       この変更が事業の種類別セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

      当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

      （工事契約に関する会計基準）  

   「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」に記載のとおり、当連結会計年度より「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「ゴンドラ・舞台」で売上高が138,869千円増加

し、営業利益が9,029千円減少しております。   

    ６．追加情報   

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

      （機械及び装置の耐用年数の変更）  

       当社及び国内連結子会社の機械及び装置については、従来、耐用年数を12～15年としておりましたが、平

成20年度の法人税法の改正を契機に機械及び装置の耐用年数を見直したことに伴い、当連結会計年度より９

～10年に変更しております。 

       この変更が事業の種類別セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

   



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

東南アジア……中華人民共和国、タイ、シンガポール 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度206,994千円、

当連結会計年度253,381千円であります。その主なものは、当社の管理本部総務グループ、管理本部経理グ

ループ等の管理部門の費用であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度330,511千円、当連結会計年

度138,883千円であります。その主な余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券、投資

その他の資産・その他）及び管理部門に係る資産等であります。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（千円） 
東南アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

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  4,913,319  311,254  5,224,574  －  5,224,574

(2）セグメント間の内部売上高  53,139  57,821  110,961 (110,961)  －

計  4,966,459  369,076  5,335,535 (110,961)  5,224,574

営業費用  4,109,258  478,868  4,588,127  206,994  4,795,121

営業利益又は営業損失（△）  857,200  △109,791  747,408 (317,955)  429,452

Ⅱ．資産  4,442,831  627,936  5,070,768  330,511  5,401,279

  
日本

（千円） 
東南アジア
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

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  4,485,444  385,773  4,871,218  －  4,871,218

(2）セグメント間の内部売上高  15,776  58,265  74,041 (74,041)  －

計  4,501,220  444,039  4,945,259 (74,041)  4,871,218

営業費用  3,705,453  375,109  4,080,562  253,381  4,333,944

営業利益  795,767  68,929  864,697 (327,422)  537,274

Ⅱ．資産  4,277,749  622,171  4,899,920  138,883  5,038,804



５．会計方針の変更 

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

      （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）を適用しております。 

       この変更により、従来の方法に比べて、「日本」の営業費用は 3,887千円増加し、営業利益は同額減少し

ております。  

            （リース取引に関する会計基準の適用） 

       「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」に記載のとおり、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、当連結

会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 （平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を

適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

       なお、リース取引開始日が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、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

       この変更が「日本」のセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

      当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

      （工事契約に関する会計基準）  

   「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」に記載のとおり、当連結会計年度計より「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。 

   この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」で売上高が138,869千円増加し、営業利益

が9,029千円減少しております。   

  

    ６．追加情報   

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

      （機械及び装置の耐用年数の変更）  

       当社及び国内連結子会社の機械及び装置については、従来、耐用年数を12～15年としておりましたが、平

成20年度の法人税法の改正を契機に機械及び装置の耐用年数を見直したことに伴い、当連結会計年度より９

～10年に変更しております。 

       この変更が「日本」のセグメント情報に与える影響は軽微であります。   

  

 海外売上高は、前連結会計年度及び当連結会計年度とも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載

を省略しております。 

ｃ．海外売上高



  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

 当連結会計年度より「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日公表

分）及び 「関連当事者の開示に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準適用方針第13号 平成18年10月17

日公表分）を適用しております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

  

関連当事者との取引 

 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

(1）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）当社の銀行借入に対して債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

(1）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注）当社の銀行借入に対して債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。 

  

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 

事業の内容又は
職業 

議決権等の所有
（被所有）割合 

（％） 
取引の内容

取引金額
(千円) 

  
科目 期末残高

（千円） 

役員 小嶋 敦 
当社代表取締役

社長 

(被所有) 

直接 7.76 

当社銀行借入に対する

債務被保証及び根抵当

権の設定 

（注） 

  967,000 － －  

種類 会社等の名
称又は氏名 

事業の内容又は
職業 

議決権等の所有
（被所有）割合 

（％） 
取引の内容

取引金額
(千円) 

  
科目 期末残高

（千円） 

役員 小嶋 敦 
当社代表取締役

社長 

(被所有) 

直接 7.80 

当社銀行借入に対する

債務被保証及び根抵当

権の設定 

（注） 

  875,000 －  －



 （注）１．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 177.12円

１株当たり当期純利益 27.77円

１株当たり純資産額 円203.43

１株当たり当期純利益 円28.65

 なお、潜在株式調整後１株当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。 

 なお、潜在株式調整後１株当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。 

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益（千円）  249,419  257,298

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  249,419  257,298

普通株式の期中平均株式数（株）  8,982,275  8,979,441

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

────── ────── 

  
前連結会計年度末

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  1,605,698  1,862,458

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 15,281  35,757

（うち少数株主持分）   (15,281)  (35,757)

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  1,590,416  1,826,701

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） 
 8,979,441  8,979,441

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 275,621 326,777

受取手形 189,244 140,440

売掛金 1,262,604 1,004,862

仕掛品 217,441 184,547

原材料及び貯蔵品 29,403 21,606

前払費用 19,047 16,435

繰延税金資産 66,044 51,066

短期貸付金 6,045 14,000

未収入金 16,837 18,337

その他 9,854 1,854

貸倒引当金 △31,525 △56,756

流動資産合計 2,060,618 1,723,171

固定資産   

有形固定資産   

建物 360,178 337,800

構築物 17,696 15,469

船渠船台 14,670 13,243

機械及び装置 19,770 14,824

船舶 2,660 1,949

車両運搬具 1,982 768

工具、器具及び備品 5,615 5,034

土地 1,900,031 1,900,031

有形固定資産合計 2,322,605 2,289,120

無形固定資産   

借地権 29,780 29,780

電話加入権 6,043 6,043

ソフトウエア － 2,467

無形固定資産合計 35,823 38,290

投資その他の資産   

投資有価証券 33,564 36,412

関係会社出資金 118,588 118,588

長期貸付金 493,927 474,606

繰延税金資産 24,344 2,540

長期未収入金 266,215 223,730

差入保証金 84,278 84,087

その他 46,745 44,695

貸倒引当金 △449,302 △438,664

投資その他の資産合計 618,360 545,997

固定資産合計 2,976,789 2,873,408

資産合計 5,037,407 4,596,580



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 534,525 419,319

買掛金 340,849 216,014

短期借入金 294,250 120,250

1年内返済予定の長期借入金 375,733 1,092,266

未払金 100,455 84,687

未払費用 24,999 22,353

未払法人税等 105,000 126,759

未払消費税等 34,653 24,569

前受金 58,346 102,328

預り金 20,913 21,754

賞与引当金 56,288 45,688

受注損失引当金 73,473 －

工事損失引当金 － 51,409

流動負債合計 2,019,487 2,327,402

固定負債   

長期借入金 1,207,266 264,000

退職給付引当金 204,592 203,039

役員退職慰労引当金 91,867 99,027

固定負債合計 1,503,726 566,067

負債合計 3,523,214 2,893,469

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,437 890,437

資本剰余金   

資本準備金 104,015 104,015

資本剰余金合計 104,015 104,015

利益剰余金   

利益準備金 2,695 5,389

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 513,435 697,961

利益剰余金合計 516,131 703,350

自己株式 △902 △902

株主資本合計 1,509,682 1,696,901

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,511 6,209

評価・換算差額等合計 4,511 6,209

純資産合計 1,514,193 1,703,110

負債純資産合計 5,037,407 4,596,580



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

売上高合計 4,442,922 4,181,250

売上原価   

売上原価合計 3,343,931 3,097,257

売上総利益 1,098,990 1,083,992

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 684,642 627,778

営業利益 414,347 456,213

営業外収益   

受取利息 414 608

受取配当金 682 600

不動産賃貸料 32,762 31,828

その他 13,169 16,134

営業外収益合計 47,028 49,171

営業外費用   

支払利息 57,422 40,597

不動産賃貸費用 26,134 20,836

為替差損 3,737 11,245

シンジケートローン関連費用 1,000 1,000

その他 1,998 565

営業外費用合計 90,292 74,245

経常利益 371,084 431,140

特別利益   

貸倒引当金戻入額 28,009 10,638

特別利益合計 28,009 10,638

特別損失   

固定資産除売却損 575 529

貸倒引当金繰入額 64,000 －

関係会社株式評価損 － 5,400

特別損失合計 64,575 5,929

税引前当期純利益 334,518 435,848

法人税、住民税及び事業税 152,918 186,060

法人税等調整額 14,051 35,630

法人税等合計 166,969 221,690

当期純利益 167,548 214,157



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 890,437 890,437

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 890,437 890,437

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 104,015 104,015

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 104,015 104,015

資本剰余金合計   

前期末残高 104,015 104,015

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 104,015 104,015

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 － 2,695

当期変動額   

剰余金の配当 2,695 2,693

当期変動額合計 2,695 2,693

当期末残高 2,695 5,389

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 375,536 513,435

当期変動額   

剰余金の配当 △29,650 △29,632

当期純利益 167,548 214,157

当期変動額合計 137,898 184,525

当期末残高 513,435 697,961

利益剰余金合計   

前期末残高 375,536 516,131

当期変動額   

剰余金の配当 △26,954 △26,938

当期純利益 167,548 214,157

当期変動額合計 140,593 187,219

当期末残高 516,131 703,350



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △382 △902

当期変動額   

自己株式の取得 △519 －

当期変動額合計 △519 －

当期末残高 △902 △902

株主資本合計   

前期末残高 1,369,607 1,509,682

当期変動額   

剰余金の配当 △26,954 △26,938

当期純利益 167,548 214,157

自己株式の取得 △519 －

当期変動額合計 140,075 187,219

当期末残高 1,509,682 1,696,901

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 15,235 4,511

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,723 1,697

当期変動額合計 △10,723 1,697

当期末残高 4,511 6,209

評価・換算差額等合計   

前期末残高 15,235 4,511

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,723 1,697

当期変動額合計 △10,723 1,697

当期末残高 4,511 6,209

純資産合計   

前期末残高 1,384,842 1,514,193

当期変動額   

剰余金の配当 △26,954 △26,938

当期純利益 167,548 214,157

自己株式の取得 △519 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,723 1,697

当期変動額合計 129,351 188,916

当期末残高 1,514,193 1,703,110



    該当事項はありません。 

  

    開示内容が定まった時点で開示いたします。 

  

    該当事項はありません。 

（4）継続企業の前提に関する注記

６．その他

（1）役員の異動

（2）その他
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