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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 63,692 △17.8 8,031 13.9 7,400 6.6 3,733 20.8
21年3月期 77,464 16.3 7,051 92.1 6,939 110.7 3,091 4.5

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 23.27 ― 15.9 9.0 12.6
21年3月期 19.26 ― 14.7 8.2 9.1

（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 80,840 25,126 31.1 156.57
21年3月期 84,489 21,733 25.7 135.43

（参考） 自己資本  22年3月期  25,126百万円 21年3月期  21,733百万円

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 2,973 △5,812 8,857 22,916
21年3月期 3,276 △3,864 △220 16,898

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 ― ― ― 5.00 5.00 802 25.9 3.8
22年3月期 ― ― ― 4.00 4.00 641 17.2 2.7

23年3月期 
（予想）

― ― ― 4.00 4.00 16.9

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

23,000 △30.9 3,000 △25.4 2,850 △19.0 1,700 △17.2 10.59

通期 65,000 2.1 6,000 △25.3 5,700 △23.0 3,800 1.8 23.68
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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  

(注) 詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、17～21ページ「(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項」及び22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、31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） 22年3月期 161,955,000株 21年3月期 161,955,000株

② 期末自己株式数 22年3月期 1,478,734株 21年3月期 1,474,990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 62,495 △18.0 7,959 14.6 7,325 7.3 3,730 23.6
21年3月期 76,169 16.2 6,946 91.1 6,827 110.6 3,017 1.1

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 23.25 ―

21年3月期 18.80 ―

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 80,199 24,847 31.0 154.84
21年3月期 83,822 21,463 25.6 133.74

（参考） 自己資本 22年3月期  24,847百万円 21年3月期  21,463百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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

22,500 △31.4 3,000 △24.6 2,850 △17.8 1,700 △24.9 10.59

通期 64,000 2.4 6,000 △24.6 5,700 △22.2 3,800 1.9 23.68
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当期におけるわが国経済は、政府による景気刺激策や、昨年夏頃からアジアを中心として世界的に景

気回復傾向が鮮明になってきたこと等により企業収益に底入れの兆候が見られる一方、雇用情勢の回復

が鈍く、デフレの長期化が懸念される等、景気動向については依然先行き不透明な状況で推移しまし

た。 

造船業界においては、造船各社が一定の受注残を抱えていることや海運市況の低迷、船舶金融収縮の

影響等により新造船商談の進展が遅れた結果、2009年の世界の新造船受注量は、前年比63.1％減少し

32,495千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49.6％減少し7,426千総トンとな

りました。一方で新造船供給能力は増加を続け、2009年の世界の新造船竣工量は前年比13.6％増加して

史上 高の76,914千総トンとなり、わが国の新造船竣工量も前年比1.3％増加し18,893千総トンとなり

ました。機械業界においては、設備の過剰感から国内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需要の伸び鈍化があったものの、堅調に推移しました。 

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、新造船の受注を行わなかったこと等

から前期比67.9％減少の13,548百万円となりました。連結売上高については、新造船の建造隻数が減少

したこと等から前期比17.8％減少の63,692百万円となり、この結果、当期末の連結受注残高は前期末比

27.2％減少の174,212百万円となりました。損益面では、鋼材価格の下落による受注工事損失引当金の

戻入益計上及び不採算となっていた橋梁事業からの撤退に伴う鉄構部門の採算改善等により、連結営業

利益は前期比13.9％増加の8,031百万円、連結経常利益は前期比6.6％増加の7,400百万円となりまし

た。連結当期純利益は、前期と比べ特別損失が減少したこと等から20.8％増加の3,733百万円となりま

した。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。 

  

船舶部門の受注高は、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6,449百万

円となり、前期比79.9％減少しました。売上高は、新造船及び修理船工事で52,645百万円となり、前

期比16.8％減少しました。当期に引渡した新造船は、115千重量トン原油タンカー３隻、115千重量ト

ンプロダクトタンカー２隻、180千重量トンバルクキャリアー３隻の計８隻です。受注残高は、新造

船26隻に修理船を含め169,083百万円となり、前期末比25.5％減少しました。損益面では、鋼材価格

の下落に伴う受注工事損失引当金の戻入益が計上されたものの、新造船において採算の厳しい工事が

売上に計上されたこと等により、営業利益は前期比3.9％減少の6,304百万円となりました。 

  

機械・鉄構部門の受注高は、機器工事として船舶用機器や一般産業機械等146件、鉄構工事として

16件、金額にして6,013百万円となり、前期比33.3％減少しました。売上高は9,961百万円となり、前

期比23.5％減少しました。受注残高は5,129百万円となり、前期末比58.9％減少しました。損益面で

は、機械部門が売上高の減少により減益となったものの、不採算となっていた橋梁事業からの撤退に

伴い鉄構部門の採算が改善したこと等により営業利益は前期比25.5％増加の2,960百万円となりまし

た。 

  

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

(a) 船舶

(b) 機械・鉄構
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主な事業の内訳は、給食事業その他で、受注高は1,085百万円となり、前期比4.7％減少しました。

売上高は1,085百万円となり、前期比4.7％減少しました。営業利益は、前期比13.9％減少の99百万円

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、8,031百万円となりました。 

  

{業績の推移:連結ベース}                                   (単位:百万円) 

 
  

{業績の推移:単体ベース}                                   (単位:百万円) 

 
  

アジア・新興国を中心に世界経済の回復傾向が鮮明になってきたことなどにより、海上荷動きは回復

傾向にあります。それに連れてタンカー・バルクキャリアーの運賃も回復しつつあり、新造船商談も進

展していくものと見込まれ、機械部門における当社の主力製品であるクランク軸などの船舶用機器につ

いても需要の回復が期待されます。 

しかしその一方で新造船供給能力の増加により船価水準の回復にはなお時間がかかるものと思われま

す。また新興国などの資源需要増加から資源価格が高騰しており、鋼材など資機材価格の高騰が懸念さ

れます。 

こうした状況において当社グループは、引き続き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まいります。また、これまでの設備投資効果を 大限発揮してコストダウ

ン強化を図ります。 

平成23年３月期の連結業績については、連結受注高が36,000百万円、連結売上高が65,000百万円とな

る見通しです。利益面につきましては、連結営業利益が6,000百万円、連結経常利益が5,700百万円、連

結当期純利益が3,800百万円となる見通しです。 

  

 （単位:百万円） 

 
なお、為替レートは１米ドル＝90円を前提といたしております。 

  

(c) その他

区   分 受注高 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（円）

平成22年３月期 13,548 63,692 8,031 7,400 3,733 23.27

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

区   分 受注高 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（円）

平成22年３月期 12,351 62,495 7,959 7,325 3,730 23.25

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

②次期の見通し

(a) 当社グループの業績見通し

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 36,000 65,000 6,000 5,700 3,800

単体業績 35,000 64,000 6,000 5,700 3,800
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（単位:百万円） 

 
なお、橋梁事業から撤退することに伴い、事業区分のうちこれまでの「機械・鉄構」を「機械」に名称変更して

おります。 

  

流動資産は、前連結会計年度末比4,630百万円減少し、46,017百万円となりました。これは主とし

て長期借入金の増加に伴い現金及び預金が増加したものの、売上高の減少に伴い受取手形及び売掛金

が減少したことによるものであります。固定資産は、有形固定資産の新規取得等により前連結会計年

度末比981百万円増加し、34,822百万円となりました。 

 この結果、総資産は前連結会計年度末比3,649百万円減少し、80,840百万円となりました。 

  

流動負債は、前連結会計年度末比13,887百万円減少し、40,319百万円となりました。これは主とし

て売上高の減少に伴い支払手形及び買掛金が減少したこと、並びに鋼材価格の下落に伴い受注工事損

失引当金が減少したことによるものであります。固定負債は、長期借入金の増加等により、前連結会

計年度末比6,845百万円増加の15,394百万円となりました。  

 この結果、負債合計は前連結会計年度末比7,042百万円減少し、55,713百万円となりました。 

  

純資産合計は、前連結会計年度末比3,393百万円増加し、25,126百万円となりました。これは主と

して配当金の支払等による減少はあったものの、連結当期純利益として3,733百万円を計上したこと

及び株式市場の回復に伴いその他有価証券評価差額金が増加したことによるものであります。  

  

当連結会計年度における現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末比6,017

百万円増加し、22,916百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

営業活動による資金の収入は、前連結会計年度比302百万円減少し2,973百万円となりました。これ

は、売上債権が減少したものの、仕入債務及び受注工事損失引当金が減少したことが主な要因であり

ます。 

  

(b) セグメント別の業績見通し

区   分 受注高 売上高 営業利益

船   舶 27,200 57,200 6,500

機   械 7,800 6,800 1,500

そ の 他 1,000 1,000 ―

（消 去） ― ― △2,000

合   計 36,000 65,000 6,000

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

(a) 資産

(b) 負債

(c) 純資産

②キャッシュ・フローの状況

(a) 営業活動によるキャッシュ・フロー
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投資活動による資金の支出は、前連結会計年度比1,948百万円増加し5,812百万円となりました。こ

れは、投資有価証券の取得による支出等が減少したものの、定期預金の払戻しによる収入及び有形固

定資産の売却による収入が減少したことが主な要因であります。 

  

財務活動による資金の収入は、前連結会計年度比9,078百万円増加し8,857百万円となりました。こ

れは、設備投資資金の調達等により長期借入れによる収入が増加したことが主たる要因であります。

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(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。 

  

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いるため、世界経済情勢や海運市

況、為替動向等の影響により、業績に大幅な変動が生じやすい業種であります。このため、株主の皆様

への利益還元を第一に考えつつも、企業体質強化及び今後の事業展開のための内部留保との調和を図

り、その時々の業績動向を勘案して剰余金の配当を決定する方針を採っております。 

 当期の期末配当につきましては、企業体質の改善と今後の事業展開等を勘案して内部留保にも意を用

い、１株当たり４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４円を予定しております。 

  

  

  

  

  

(b) 投資活動によるキャッシュ・フロー

(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 26.9 26.9 24.1 25.7 31.1

時価ベースの自己資本比率 
（％）

74.6 99.4 58.7 34.4 38.9

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

1.2 0.4 1.5 3.0 6.1

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

39.6 75.0 23.9 17.5 12.6

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社及び当社の関係会社（当社、子会社６社（平成22年３月31日現在）により構成）において船舶、機

械・鉄構造物の製造販売を主な事業内容としています。なお、鉄構部門については全社収益力強化の観点か

ら手持工事の完工後に橋梁事業から撤退することを決定しており、今後は水門・港湾構造物に限定して機械

事業の一部として継続してまいります。 

 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・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。 

  

 

2. 企業集団の状況

佐世保重工業株式会社（7007）平成22年3月期　決算短信

―7―



当社は、旧佐世保海軍工廠をルーツとし、昭和21年10月の創業以来、「顧客の信頼に応えうる品質と

サービスを提供する」を基本精神に、伝統ある技術と豊富な実績を活かしつつ変革を進め、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に注力しております。また平成21年10月１日の会社創

立63周年を機に、新たに「企業理念」、「旗印」及び「社員行動指針」を3つの志として制定いたしま

した。すなわち「伝統と変革」を旗印に、「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になろう、そうあり続けよう」の企業理念の下、安全や品質、環境保護を大切に

する社員行動指針に沿って事業を行うことで企業価値・株主共同の利益の向上に努めております。 

  

平成23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。 

  

当社は、一昨年の米国金融危機に端を発した世界同時不況に対応して、１年ごとの経営計画に基づい

て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ってまいりまし

た。このような着実な経営を行うことで、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になることを目指しております。 

 昨年夏ごろからはアジアを中心として世界的に景気回復傾向が鮮明になってまいりましたが、その動

きは未だ力強いものにはなっておらず、景気下振れリスクも依然として存在しております。そのため平

成20年度にて終了した「新・中期経営計画」に続く中期的な経営計画については、経済情勢の不透明性

が改善された時点で改めて策定することとし、平成22年度についても１年ごとの経営計画を策定して、

着実にこれを実行していくことといたしました。 

 なお、創業以来の基本精神である「顧客の信頼に応えう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つつ変革を進め、顧客の長期的な満足を得られる高品質製品の開発と製

造販売を行う事業運営方針はまったく変わっておりません。加えて平成21年10月１日に制定した３つの

志、すなわち「企業理念」、「旗印」、及び「社員行動指針」に沿って事業を行うことで、企業価値・

株主共同の利益の向上に努めております。 

 当社は、１年ごとの経営計画の中で、こうした精神に則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。すなわち主力の新造船事業を中核に据えつつ、艦艇・修理船事業と機

械事業をさらに強化し、収益力を高めてまいります。 

  

今後のわが国経済は、世界経済の回復と共に景気持ち直しの動きがさらに鮮明になると見込まれます

が、雇用情勢の改善が遅れているなど自律性に乏しく、世界経済についても依然として景気下振れリス

クがあるなど、順調な回復に至るまではもう少し時間が必要であると予想されます。 

 造船業界においては、鉄鉱石等資源価格の上昇による原材料・資機材価格の高騰が懸念されますが、

韓国・中国を中心に新造船契約の新規成約も増加してきております。ただしその価格は低水準で推移し

ており、新造船供給能力が需要を大幅に上回っている等、今後の受注動向については不透明な状況で

す。また、国内造船所については、長期化する円高への対応や韓国・中国との競争に打ち勝つための更

なる競争力の強化、ベテラン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。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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機械業界においては、国内の本格的な景気回復にはもう少し時間が必要と見られることから設備投資

は引き続き低調に推移するものと見込まれます。当社の主力製品であるクランク軸など船舶用機器業界

においても新造船マーケットの低迷等により採算性の悪化が予想されます。しかし新造船受注が増加傾

向にあることなどから今後は需要が回復していくものと予想されます。  

 こうした状況において当社グループは、引き続き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まいります。  

 セグメント別の主な取組みとしては、次のとおりです。 

新造船については更なる製造コストの引き下げによる競争力強化と戦略船種の開発・受注活動を行

ってまいります。修理船については、引き続き地の利を生かして海上自衛隊や米海軍等の艦船修理に

注力することにより艦艇事業を強化するほか、一般商船修理では受注拡大及びコストダウンを進めま

す。 

機械部門では、これまでの設備投資の効果を 大限発揮してコストダウンを強化するとともに機種

拡充により受注量の確保を行い、更なる収益力強化を図ります。 

 なお、鉄構部門については全社収益力強化の観点から手持工事の完工後に橋梁事業から撤退するこ

とを決定しており、今後は水門・港湾構造物に限定して機械事業の一部として継続してまいります。

  

  

① 船舶部門

② 機械部門
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4.【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 16,858 22,876

受取手形及び売掛金 25,732 17,155

有価証券 1,040 40

商品及び製品 15 16

仕掛品 2,127 3,143

原材料及び貯蔵品 1,240 580

繰延税金資産 1,748 308

その他 1,891 1,898

貸倒引当金 △6 △1

流動資産合計 50,647 46,017

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 22,094 23,978

減価償却累計額 △13,609 △14,061

建物及び構築物（純額） 8,484 9,917

ドック船台 4,461 5,154

減価償却累計額 △3,784 △3,854

ドック船台（純額） 676 1,300

機械装置及び運搬具 25,353 26,988

減価償却累計額 △18,122 △18,529

機械装置及び運搬具（純額） 7,231 8,459

工具、器具及び備品 2,294 2,293

減価償却累計額 △1,845 △1,852

工具、器具及び備品（純額） 449 440

土地 7,084 7,567

リース資産 54 83

減価償却累計額 △6 △24

リース資産（純額） 47 58

建設仮勘定 2,633 317

有形固定資産合計 26,607 28,060

無形固定資産

ソフトウエア 159 195

リース資産 40 31

実用新案権 0 －

電話加入権 11 11

無形固定資産合計 211 239

投資その他の資産

投資有価証券 3,888 4,052

長期貸付金 12 12

繰延税金資産 2,784 2,035

その他 619 694

貸倒引当金 △281 △271

投資その他の資産合計 7,022 6,522

固定資産合計 33,841 34,822

資産合計 84,489 80,840
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(単位：百万円)

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 24,244 16,168

設備関係支払手形 1,476 610

短期借入金 2,514 4,068

リース債務 23 30

未払法人税等 1,839 159

前受金 18,918 16,960

保証工事引当金 54 56

受注工事損失引当金 2,442 5

その他 2,694 2,259

流動負債合計 54,206 40,319

固定負債

長期借入金 1,488 9,614

リース債務 68 64

繰延税金負債 0 2

退職給付引当金 6,678 5,430

特別修繕引当金 27 35

その他 286 246

固定負債合計 8,549 15,394

負債合計 62,755 55,713

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 9,245 12,175

自己株式 △975 △976

株主資本合計 21,832 24,761

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △99 365

評価・換算差額等合計 △99 365

純資産合計 21,733 25,126

負債純資産合計 84,489 80,840
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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 77,464 63,692

売上原価 67,489 52,926

売上総利益 9,974 10,765

販売費及び一般管理費

給料 1,054 1,139

退職給付費用 98 86

研究開発費 247 239

賃借料 344 295

その他 1,177 972

販売費及び一般管理費合計 2,923 2,734

営業利益 7,051 8,031

営業外収益

受取利息 120 34

受取配当金 82 51

受取保険金及び配当金 26 17

その他 79 25

営業外収益合計 309 129

営業外費用

支払利息 188 256

為替差損 142 384

その他 89 118

営業外費用合計 420 760

経常利益 6,939 7,400

特別利益

固定資産売却益 298 73

貸倒引当金戻入額 136 0

その他 1 69

特別利益合計 436 143

特別損失

固定資産売却損 － 91

固定資産処分損 213 331

減損損失 1,380 394

投資有価証券評価損 178 34

その他 290 16

特別損失合計 2,062 868

税金等調整前当期純利益 5,313 6,676

法人税、住民税及び事業税 1,840 790

過年度法人税等 － 196

法人税等調整額 381 1,955

法人税等合計 2,221 2,942

当期純利益 3,091 3,733
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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 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 6,996 9,245

当期変動額

剰余金の配当 △802 △802

買換資産圧縮積立金の積立 △39 －

固定資産圧縮積立金の積立 － △17

買換資産圧縮積立金の取崩 － 15

当期純利益 3,091 3,733

当期変動額合計 2,249 2,929

当期末残高 9,245 12,175

自己株式

前期末残高 △974 △975

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △975 △976

株主資本合計

前期末残高 19,583 21,832

当期変動額

剰余金の配当 △802 △802

買換資産圧縮積立金の積立 △39 －

固定資産圧縮積立金の積立 － △17

買換資産圧縮積立金の取崩 － 15

当期純利益 3,091 3,733

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 2,248 2,928

当期末残高 21,832 24,761
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(単位：百万円)

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 864 △99

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△963 464

当期変動額合計 △963 464

当期末残高 △99 365

為替換算調整勘定

前期末残高 0 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計

前期末残高 864 △99

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△963 464

当期変動額合計 △963 464

当期末残高 △99 365

純資産合計

前期末残高 20,448 21,733

当期変動額

剰余金の配当 △802 △802

買換資産圧縮積立金の積立 △39 －

固定資産圧縮積立金の積立 － △17

買換資産圧縮積立金の取崩 － 15

当期純利益 3,091 3,733

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △963 464

当期変動額合計 1,284 3,393

当期末残高 21,733 25,126
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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 5,313 6,676

減価償却費 2,622 3,548

減損損失 1,380 394

貸倒引当金の増減額（△は減少） △284 △14

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,463 △1,248

保証工事引当金の増減額（△は減少） △11 2

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △816 △2,437

特別修繕引当金の増減額（△は減少） △1 8

受取利息及び受取配当金 △203 △85

支払利息 188 256

為替差損益（△は益） 66 0

投資有価証券評価損益（△は益） 178 34

有形固定資産売却損益（△は益） △104 17

固定資産処分損益（△は益） 213 331

売上債権の増減額（△は増加） △1,726 8,576

たな卸資産の増減額（△は増加） △421 △357

未収消費税等の増減額（△は増加） 183 442

その他の流動資産の増減額（△は増加） 566 △70

仕入債務の増減額（△は減少） 3,778 △7,799

前受金の増減額（△は減少） △6,355 △1,957

その他の流動負債の増減額（△は減少） 225 △514

その他 △18 △27

小計 3,311 5,777

利息及び配当金の受取額 218 88

利息の支払額 △186 △235

法人税等の支払額 △67 △2,657

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,276 2,973

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 1,545 －

有価証券の取得による支出 △1,000 －

有価証券の売却及び償還による収入 1,000 1,000

有形固定資産の取得による支出 △6,469 △6,793

有形固定資産の除却による支出 △79 △54

有形固定資産の売却による収入 1,291 95

無形固定資産の取得による支出 △77 △108

投資有価証券の取得による支出 △1,113 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,032 500

貸付けによる支出 － △2

貸付金の回収による収入 2 2

その他 3 △451

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,864 △5,812
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(単位：百万円)

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)

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） 850 750

長期借入れによる収入 950 9,940

長期借入金の返済による支出 △1,159 △1,009

社債の償還による支出 △50 －

配当金の支払額 △797 △796

自己株式の取得による支出 △1 △0

その他 △12 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △220 8,857

現金及び現金同等物に係る換算差額 △100 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △909 6,017

現金及び現金同等物の期首残高 17,807 16,898

現金及び現金同等物の期末残高 16,898 22,916
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該当事項なし。 

  

 
  

(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 連結の範囲に関する事項 (イ) 連結子会社の数 以下の７社

   ㈱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。 

 

(イ) 連結子会社の数 以下の６社

   ㈱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㈱、佐世保重工設計

㈱、佐世保マリン・アンド・ポー

トサービス㈱ 

  

㈱西九州商事は、平成22年３月30

日付で清算結了した。

(ロ) 非連結子会社の数   －社 (ロ) 非連結子会社の数   －社

２ 持分法の適用に関する事

項

(イ) 持分法適用の非連結子会社数

      －社

   前連結会計年度まで持分法適用

の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。 

 

(イ) 持分法適用の非連結子会社数

     －社

  

(ロ) 持分法適用会社の事業年度末日

と連結決算日は一致している。

(ロ) 持分法適用会社の事業年度末日

と連結決算日は一致している。

(ハ) 持分法を適用しない関連 

  会社数                 １社 

  持分法非適用会社（伊万里湾ポ

－トサ－ビス㈱）は、当期純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体として重要

性がないため、持分法の適用から

除外している。

(ハ) 持分法を適用しない関連 

  会社数                 １社 

       同左

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末日と連結決

算日は一致している。

同左

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

  満期保有目的の債券

   …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。)

(イ) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

 (1) 有価証券

  満期保有目的の債券

同左

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

   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

   時価のないもの

同左

 (2) デリバティブ

同左
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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)

 (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。

 (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

蔵品は個別法及び移動平均法によ

る原価法、半成工事は個別法によ

る原価法によっている。

（会計方針の変更）  

 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）

を適用している。なお、この変更によ

る営業利益、経常利益、税金等調整前

当期純利益に与える影響はない。

(ロ) 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）

    定率法を採用している。な

お、主な耐用年数は以下のとお

りである。

   建物及び構築物   ２～60年

   ドック船台     20～45年

   機械装置及び運搬具 ２～17年

    また、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。 

     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  

 

  

 

  

 

(ロ) 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）

    定率法を採用している。な

お、主な耐用年数は以下のとお

りである。

   建物及び構築物   ２～60年

   ドック船台     20～45年

   機械装置及び運搬具 ２～17年

    また、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。

     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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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)

 (2)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定額

法によっている。なお、所有権移

転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20

年３月31日以前のものについて

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。

(2)リース資産
同左

(ハ) 重要な引当金の計上基準 (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。

 (1) 貸倒引当金

同左

 (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。
     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 (2) 退職給付引当金
同左 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

（会計方針の変更）
   当連結会計年度から「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（そ

の３）（企業会計基準第19号 平

成20年７月31日）を適用してい

る。 

 なお、この変更による当連結会

計年度の売上総利益、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響はない。

 (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。

 (3) 保証工事引当金

同左

 (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。

 (4) 特別修繕引当金

同左

 (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ることが可能

な工事について、翌期以降の損失

見積額を計上している。

 (5) 受注工事損失引当金

同左 
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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)

     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    

  

 

  

 

  

 

    

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

(ニ) 収益及び費用の計上基準

 (1) 完成工事高の計上基準

   当連結会計年度の期首に存在す

る工事契約を含むすべての工事契

約において成果の確実性が認めら

れる工事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いる。

（会計方針の変更）

   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１億

円以上かつ工期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を、その

他の工事については工事完成基準

を適用していたが、「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

連結会計年度から適用し、当連結

会計年度の期首に存在する工事契

約を含むすべての工事契約におい

て、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

られる工事については工事進行基

準（工事の進捗率の見積は原価比

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いる。 

 なお、この変更による当連結会

計年度の売上高、売上総利益、営

業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益に与える影響はな

い。

(ホ) 重要なヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

   金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため、

特例処理を採用している。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  （ヘッジ手段） 金利スワップ 

（ヘッジ対象） 借入金

 (3) ヘッジ方針

   社内規程に基き、金利変動リス

クをヘッジしている。

 (4) ヘッジ有効性の評価の方法

   特例処理によっている金利スワ

ップ取引のみのため、有効性の評

価を省略している。
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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)

(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方法
   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。

(ヘ) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項
    ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 (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。

(1) 消費税等の会計処理
同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項
 全面時価評価法を採用している。 同左

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 のれん及び負ののれんの償却につい

ては、発生年度に一時償却することと

している。

同左

７ 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。

同左
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(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】

【会計処理の変更】

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

いたが、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））

を適用している。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のものに

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっている。 

 この結果、リース資産が有形固定資産に47百万円、無

形固定資産に40百万円計上されている。なお、この変更

による営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益に

与える影響はない。

        ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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【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

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記している。な

お、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品

及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞ

れ13百万円、1,753百万円、1,194百万円である。

        ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 

  

 

  

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

  前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「有形固定資産売却益」として掲記されて

いたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結

財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度

より「有形固定資産売却損益（△は益）」として「有形

固定資産売却益」と「有形固定資産売却損」を一括して

掲記している。なお、当連結会計年度の「有形固定資産

売却損益（△は益）」に含まれる「有形固定資産売却

益」「有形固定資産売却損」は、それぞれ△298百万

円、194百万円である。また、前連結会計年度の「その

他」には「有形固定資産売却損」6百万円が含まれてい

る。

  前連結会計年度において、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「たな卸資産及び前払金の増加額」として

掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入

に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連

結会計年度より「たな卸資産の増減額（△は増加）」

「その他の流動資産の増減額（△は増加）」に区分掲記

している。なお、前連結会計年度の「たな卸資産及び前

払金の増加額」に含まれる「たな卸資産の増減額（△は

増加）」「その他の流動資産の増減額（△は増加）」

は、それぞれ△564百万円、△198百万円である。また、

当連結会計年度の「その他の流動資産の増減額（△は増

加）」のうち、前連結会計年度の「たな卸資産及び前払

金の増加額」に相当する金額は126百万円である。

  前連結会計年度において、投資活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他固定資産の減少額（△は増加）」

「その他固定負債の増加額（△は減少）」に区分掲記し

ていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連

結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年

度より「その他」に一括して掲記することとした。な

お、当連結会計年度の「その他」に含まれる「その他固

定資産の減少額（△は増加）」「その他固定負債の増加

額（△は減少）」は、それぞれ11百万円、△8百万円で

ある。

        ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

  

 

  

 

  

 

  

 

（連結損益計算書）

  特別損失「固定資産売却損」は、当連結会計年度にお

いて特別損失総額の100分の10を超えたため区分掲記す

ることとした。なお、前連結会計年度の特別損失「その

他」には、「固定資産売却損」194百万円が含まれてい

る。 

 

       ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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 担保資産及び担保付債務

  (1) 固定資産のうち建物128百万円、土地191百万円

及び下記の5,992百万円（工場財団組成）につい

ては、短期借入金2,119百万円、前受金2,852百万

円、長期借入金668百万円の担保に供している。

建物及び構築物 3,468百万円

ドック船台 676

機械装置及び運搬具 584

工具器具備品 1

土地 1,261

計 5,992

 １ 担保資産及び担保付債務

  (1) 固定資産のうち建物108百万円、土地191百万円

及び下記の6,230百万円（工場財団組成）につい

ては、短期借入金1,850百万円、前受金2,852百万

円、長期借入金6,327百万円の担保に供してい

る。

建物及び構築物 3,274百万円

ドック船台 1,300

機械装置及び運搬具 393

工具器具備品 0

土地 1,261

計 6,230

  (2) 投資有価証券2,085百万円は、短期借入金90百

万円、前受金5,137百万円、長期借入金45百万円

の担保に供している。

  (2) 投資有価証券2,683百万円は、長期借入金45百

万円の担保に供している。

 

 

 ２ 非連結子会社及び関連会社の株式

投資有価証券(株式) 7百万円

 ３  当社は、資金調達の安定性と資金運用の機動性

の双方を向上させることを目的として、取引銀行

８行と総額10,000百万円のコミットメントライン

契約を締結している。 

 当連結会計年度末におけるコミットメントライ

ン契約に係る未実行残高等は次の通りである。

コミットメントライン契約総額 10,000百万円

借入実行残高 －

差引額 10,000

 

 ２ 非連結子会社及び関連会社の株式

投資有価証券(株式) 7百万円

 ３  当社は、資金調達の安定性と資金運用の機動性

の双方を向上させることを目的として、取引銀行

８行と総額10,000百万円の、設備資金の調達目的

として取引銀行６行と総額7,000百万円のコミッ

トメントライン契約を締結している。 

 当連結会計年度末におけるコミットメントライ

ン契約に係る未実行残高等は次の通りである。

コミットメントライン契約総額 17,000百万円

借入実行残高 5,900

差引額 11,100

       ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  

 ４ 財務制限条項

    上記のコミットメントライン契約については、

各年度の年度決算における単体及び連結の貸借対

照表における純資産の部の金額や損益計算書の経

常利益等より算出される一定の指標等を基準とす

る財務制限条項が付されている。 

 なお、当連結会計年度末の財務制限条項の対象

となる借入金残高は5,900百万円（コミットメン

トライン契約による長期借入金5,900百万円）と

なっている。
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(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 固定資産売却益の主なものは、有形固定資産（土

地等）の売却によるものである。

 １ 固定資産売却益の主なものは、有形固定資産（機

械装置及び運搬具等）の売却によるものである。

       ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 ２ 固定資産処分損の主なものは、有形固定資産(機

械装置及び運搬具等)の除却によるものである。

 ２ 固定資産売却損の主なものは、有形固定資産(機

械装置及び運搬具等)の売却によるものである。

 ３ 固定資産処分損の主なものは、有形固定資産(機

械装置及び運搬具等)の除却によるものである。

 ３ (1) 減損損失を認識した資産グループ及び 

  減損損失額 

  （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 

  

  （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 

（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た。 

（遊休資産） 

 市場価格が下落したため帳簿価額を回収可

能価額まで減額した。

(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。

 ４ (1) 減損損失を認識した資産グループ及び 

  減損損失額 

  （用途）ゴルフ場 

  （種類）土地 

  （場所）長崎県佐世保市 

  （金額）48百万円 

  

  （用途）遊休資産 

  （種類）土地他 

  （場所）長崎県佐世保市 

  （金額）346百万円

(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 

（ゴルフ場） 

 収益の悪化により、将来キャッシュフローの

見通しが低下したため、帳簿価額を回収可能価

額まで減額した。 

（遊休資産） 

 市場価格が下落したため帳簿価額を回収可能

価額まで減額した。 

  

 

(4) 回収可能価額の算定方法 

 回収可能価額は、不動産鑑定評価額及び公示

価格を基礎とした正味売却価額により算定して

いる。

 ４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、247百万円である。

 ５ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、239百万円である。
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（注）増加数は、単元未満株主の買取請求による増加である。 
  

(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 

 
  

   

  

   

（注）増加数は、単元未満株主の買取請求による増加である。 
  

(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 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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)

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 増加 減少 当連結会計年度末

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 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,468,278 6,712 ― 1,474,990

３ 配当に関する事項

決議 株式の種類
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25日 
定時株主総会

普通株式 802 5.0 平成20年３月31日 平成20年６月26日

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

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 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

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 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,474,990 3,744 ― 1,478,734

３ 配当に関する事項

決議 株式の種類
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 802 5.0 平成21年３月31日 平成21年６月25日

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22年６月24日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 641 4.0 平成22年３月31日 平成22年６月25日
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 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、賃

貸等不動産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

示を省略している。 

(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)

 

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

現金及び預金勘定 16,858百万円

有価証券 
預入期間が３か月を超える定期預金

1,040
-

〃
〃

償還期間が３ヶ月を超える債券等 △1,000 〃

現金及び現金同等物 16,898 〃

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

現金及び預金勘定 22,876百万円

有価証券
預入期間が３か月を超える定期預金

40
-

〃
〃

償還期間が３ヶ月を超える債券等 - 〃

現金及び現金同等物 22,916 〃

２ 重要な非資金取引の内容

  該当事項なし

２ 重要な非資金取引の内容

同左
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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) 

  

 
(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、冷凍運搬船、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 

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。 

 
４ 減価償却資産の減価償却の方法 

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

資産の減価償却方法（追加情報）」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。 

   

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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、
減損損失及び資本的支出

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

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(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

1,425 1,982
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

45,379 40,380

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

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
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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 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、冷凍運搬船、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・鉄構……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、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 

(3) その他…………給食事業、運輸、設備管理、ゴルフ場、各種代理店、その他 

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。 

 
４ 追加情報 

 当社は、平成21年３月26日開催の取締役会において、現在の手持工事完了後に鉄構セグメントの主力製品

である橋梁事業から撤退することを決定している。同事業の手持工事は当連結会計年度において概ね完了し

ており、金額的重要性が著しく低下し独立開示セグメントの規模ではなくなっている。一方、橋梁事業以外

の鉄構事業は、製品及び製造方法が類似する従来の機械事業部に統合し事業継続することにしており、平成

21年４月１日付けで機械・鉄構事業部を新設している。これに伴い、事業区分を従来までの「船舶」、「機

械」、「鉄構」及び「その他」から、「船舶」、「機械・鉄構」及び「その他」に変更している。 

 なお、「機械・鉄構」に含まれる従来までの「鉄構」の金額は以下のとおりである。 

  外部顧客に対する売上高2,921百万円、セグメント間の内部売上高又は振替高1,028百万円 

  営業費用3,623百万円、営業利益326百万円、資産430百万円、減価償却費1百万円 

  減損損失－百万円、資本的支出－百万円 

  

船舶 
(百万円)

機械・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

52,645 9,961 1,085 63,692 － 63,692

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ 1,028 1,684 2,712 (2,712) －

計 52,645 10,990 2,769 66,404 (2,712) 63,692

営業費用 46,340 8,029 2,669 57,039 (1,379) 55,660

営業利益 6,304 2,960 99 9,364 (1,333) 8,031

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本的支出

資産 27,782 9,552 953 38,288 42,551 80,840

減価償却費 1,621 966 258 2,846 702 3,548

減損損失 － － 48 48 208 256

資本的支出 1,419 1,712 10 3,141 2,288 5,429

前連結会計年度
(百万円)

当連結会計年度
(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

1,982 1,333
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

40,380 42,551

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
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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。 

  

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) 

  

 
(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。 

  

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 

(2) 欧州…………イギリス、ドイツ、ギリシャ 

(3) アジア………香港、シンガポ－ル、フィリピン 

(4) アフリカ……リベリア 

(5) その他………米国、マーシャル、ニュージーランド 

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。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

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

中米 欧州 アジア アフリカ その他 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 3,112 28 33,820 9,151 1,308 47,422

Ⅱ 連結売上高(百万円) 63,692

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

4.9 0.0 53.1 14.4 2.1 74.5
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(注) 算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 

 
  

 ２．１株当たり当期純利益金額 

 
  

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) 

 該当事項なし。 

  

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) 

 該当事項なし。 

(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 135円43銭 １株当たり純資産額 156円57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 23円27銭

 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。

 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。

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)

連結貸借対照表の純資産の部 
の合計額（百万円）

21,733 25,126

普通株式に係る純資産額(百万円) 21,733 25,126

普通株式の発行済株式総数(千株) 161,955 161,955

普通株式の自己株式総数(千株) 1,474 1,478

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)

160,480 160,476

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 
(百万円)

3,091 3,733

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 3,733

普通株式の期中平均株式数(千株) 160,483 160,477

(重要な後発事象)
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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）

 
  
  
（２）受注状況 

（単位：百万円）

 
  
  
（３）受注残高 

（単位：百万円）

 
（注） 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19,932百万円、機械・

鉄構629百万円を、前連結会計年度末の受注残高の内、船舶31,445百万円、機械・鉄構4,034百万円を工事進行

基準による売上高として計上している。 

  
  
（４）販売実績 

（単位：百万円）

 
  

(9)【その他の情報】

当連結会計年度 
（ 21/4～22/3 ）

前連結会計年度
（ 20/4～21/3 ）

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

船   舶 53,397 85.6 62,787 82.5 △9,389 △15.0

機械・鉄構 7,940 12.7 12,209 16.0 △4,268 △35.0

そ の 他 1,085 1.7 1,139 1.5 △53 △4.7

合 計 62,422 100.0 76,135 100.0 △13,712 △18.0

当連結会計年度 
（ 21/4～22/3 ）

前連結会計年度
（ 20/4～21/3 ）

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

船   舶 6,449 47.6 32,062 75.9 △25,613 △79.9

機械・鉄構 6,013 44.4 9,016 21.4 △3,003 △33.3

そ の 他 1,085 8.0 1,139 2.7 △53 △4.7

合 計 13,548 100.0 42,218 100.0 △28,670 △67.9

当連結会計年度 
（ 22/3 末 ）

前連結会計年度
（ 21/3 末 ）

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

船   舶 169,083 97.1 226,792 94.8 △57,708 △25.5

機械・鉄構 5,129 2.9 12,482 5.2 △7,353 △58.9

そ の 他 ― ― ― ― ― ―

合 計 174,212 100.0 239,274 100.0 △65,062 △27.2

当連結会計年度 
（ 21/4～22/3 ）

前連結会計年度
（ 20/4～21/3 ）

比較増減

金額 構成比(%) 金額 構成比(%) 金額 増減率(%)

船   舶 52,645 82.7 63,301 81.7 △10,656 △16.8

機械・鉄構 9,961 15.6 13,023 16.8 △3,061 △23.5

そ の 他 1,085 1.7 1,139 1.5 △53 △4.7

合 計 63,692 100.0 77,464 100.0 △13,771 △17.8
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

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 16,264 22,397

受取手形 1,066 804

売掛金 24,553 16,208

有価証券 1,000 －

原材料及び貯蔵品 1,238 579

半成工事 2,127 3,143

前払金 992 1,020

前払費用 48 41

繰延税金資産 1,730 291

未収入金 972 873

その他 55 54

貸倒引当金 △2 △1

流動資産合計 50,047 45,413

固定資産

有形固定資産

建物 11,657 13,119

減価償却累計額 △7,450 △7,658

建物（純額） 4,206 5,461

構築物 10,404 10,826

減価償却累計額 △6,131 △6,374

構築物（純額） 4,273 4,451

ドック船台 4,461 5,154

減価償却累計額 △3,784 △3,854

ドック船台（純額） 676 1,300

機械及び装置 23,131 24,688

減価償却累計額 △17,226 △17,277

機械及び装置（純額） 5,905 7,411

船舶 1,245 1,332

減価償却累計額 △328 △540

船舶（純額） 916 791

車両運搬具 725 711

減価償却累計額 △380 △497

車両運搬具（純額） 345 213

工具、器具及び備品 2,270 2,265

減価償却累計額 △1,825 △1,830

工具、器具及び備品（純額） 444 435

土地 7,084 7,567

リース資産 53 81

減価償却累計額 △6 △23

リース資産（純額） 46 57

建設仮勘定 2,635 305

有形固定資産合計 26,533 27,996
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(単位：百万円)

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)

無形固定資産

ソフトウエア 157 194

リース資産 39 30

実用新案権 0 －

電話加入権 10 10

無形固定資産合計 207 235

投資その他の資産

投資有価証券 3,771 3,927

関係会社株式 130 130

出資金 19 19

長期貸付金 3 3

関係会社長期貸付金 － 28

従業員に対する長期貸付金 9 9

破産更生債権等 172 163

繰延税金資産 2,783 2,034

長期未収入金 225 340

その他 249 169

貸倒引当金 △330 △271

投資その他の資産合計 7,033 6,554

固定資産合計 33,774 34,785

資産合計 83,822 80,199

負債の部

流動負債

支払手形 5,497 3,503

設備関係支払手形 1,476 610

買掛金 18,761 12,678

短期借入金 2,514 4,068

リース債務 22 29

未払金 40 80

未払費用 2,351 1,748

未払法人税等 1,809 144

前受金 18,917 16,959

預り金 135 272

保証工事引当金 54 56

受注工事損失引当金 2,442 5

流動負債合計 54,022 40,156

固定負債

長期借入金 1,488 9,614

長期未払金 118 97

リース債務 67 62

退職給付引当金 6,635 5,384

特別修繕引当金 27 35

固定負債合計 8,336 15,194

負債合計 62,359 55,351
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(単位：百万円)

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)

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 34

固定資産圧縮積立金 － 25

繰越利益剰余金 7,390 10,314

利益剰余金合計 8,974 11,901

自己株式 △975 △976

株主資本合計 21,561 24,487

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △98 360

評価・換算差額等合計 △98 360

純資産合計 21,463 24,847

負債純資産合計 83,822 80,199
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

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 76,169 62,495

売上原価 66,438 51,942

売上総利益 9,730 10,553

販売費及び一般管理費

給料 956 1,036

退職給付費用 98 86

福利厚生費 233 226

旅費及び交通費 131 103

業務委託費 221 77

諸会費 47 41

租税公課 100 82

減価償却費 32 38

賃借料 344 294

研究開発費 247 239

引合費用 72 78

貸倒引当金繰入額 － 1

その他 296 288

販売費及び一般管理費合計 2,783 2,593

営業利益 6,946 7,959

営業外収益

受取利息 119 33

受取配当金 81 51

受取保険金及び配当金 23 17

その他 76 24

営業外収益合計 300 126

営業外費用

支払利息 188 256

為替差損 142 384

その他 89 119

営業外費用合計 420 760

経常利益 6,827 7,325

特別利益

固定資産売却益 297 73

貸倒引当金戻入額 135 0

その他 2 69

特別利益合計 435 143
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(単位：百万円)

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)

特別損失

固定資産売却損 － 91

固定資産処分損 213 331

減損損失 1,380 394

投資有価証券評価損 178 34

その他 290 16

特別損失合計 2,062 868

税引前当期純利益 5,200 6,601

法人税、住民税及び事業税 1,800 756

過年度法人税等 － 159

法人税等調整額 381 1,953

法人税等合計 2,182 2,870

当期純利益 3,017 3,730
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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 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 － 57

当期変動額

買換資産圧縮積立金の取崩 57 △22

当期変動額合計 57 △22

当期末残高 57 34

固定資産圧縮積立金

前期末残高 － －

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － 27

固定資産圧縮積立金の取崩 － △1

当期変動額合計 － 25

当期末残高 － 25
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(単位：百万円)

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)

繰越利益剰余金

前期末残高 5,272 7,390

当期変動額

剰余金の配当 △802 △802

固定資産圧縮積立金の積立 △96 △44

買換資産圧縮積立金の取崩 － 38

固定資産圧縮積立金の取崩 － 1

当期純利益 3,017 3,730

当期変動額合計 2,118 2,924

当期末残高 7,390 10,314

利益剰余金合計

前期末残高 6,798 8,974

当期変動額

剰余金の配当 △802 △802

買換資産圧縮積立金の積立 △39 －

固定資産圧縮積立金の積立 － △17

買換資産圧縮積立金の取崩 － 15

当期純利益 3,017 3,730

当期変動額合計 2,176 2,926

当期末残高 8,974 11,901

自己株式

前期末残高 △974 △975

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △975 △976

株主資本合計

前期末残高 19,386 21,561

当期変動額

剰余金の配当 △802 △802

買換資産圧縮積立金の積立 △39 －

固定資産圧縮積立金の積立 － △17

買換資産圧縮積立金の取崩 － 15

当期純利益 3,017 3,730

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 2,174 2,925

当期末残高 21,561 24,487
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(単位：百万円)

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)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 855 △98

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△953 458

当期変動額合計 △953 458

当期末残高 △98 360

評価・換算差額等合計

前期末残高 855 △98

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△953 458

当期変動額合計 △953 458

当期末残高 △98 360

純資産合計

前期末残高 20,241 21,463

当期変動額

剰余金の配当 △802 △802

買換資産圧縮積立金の積立 △39 －

固定資産圧縮積立金の積立 － △17

買換資産圧縮積立金の取崩 － 15

当期純利益 3,017 3,730

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △953 458

当期変動額合計 1,221 3,384

当期末残高 21,463 24,847
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該当事項なし。 

  

平成22年４月28日公表の「組織改革並びに役員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。 

  

  

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

6. その他

(役員の異動)
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