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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 67,280 5.6 6,473 △19.4 6,161 △16.8 4,478 19.9
22年3月期 63,692 △17.8 8,031 13.9 7,400 6.6 3,733 20.8
（注）包括利益 23年3月期 3,898百万円 （△7.1％） 22年3月期 4,198百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 27.91 ― 16.7 7.4 9.6
22年3月期 23.27 ― 15.9 9.0 12.6
（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 85,013 28,396 33.4 176.96
22年3月期 80,840 25,126 31.1 156.57
（参考） 自己資本  23年3月期  28,396百万円 22年3月期  25,126百万円

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

23年3月期 7,402 △2,877 1,226 28,662
22年3月期 2,973 △5,812 8,857 22,916

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 641 17.2 2.7
23年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 802 17.9 3.0
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 32.1

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 35,500 59.8 3,500 31.0 3,300 34.3 1,900 △30.0 11.84
通期 69,000 2.6 4,800 △25.9 4,500 △27.0 2,500 △44.2 15.58



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、（添付資料）17ページ「４． 連結財務諸表（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注） 詳細は、（添付資料）22ページ「４． 連結財務諸表（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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 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） 23年3月期 161,955,000 株 22年3月期 161,955,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 1,482,028 株 22年3月期 1,478,734 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 160,474,937 株 22年3月期 160,477,418 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 66,004 5.6 6,425 △19.3 6,039 △17.6 4,387 17.6
22年3月期 62,495 △18.0 7,959 14.6 7,325 7.3 3,730 23.6

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
円 銭 円 銭

23年3月期 27.34 ―
22年3月期 23.25 ―

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

23年3月期 84,278 28,027 33.3 174.66
22年3月期 80,199 24,847 31.0 154.84
（参考） 自己資本 23年3月期  28,027百万円 22年3月期  24,847百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

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

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績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、２～５
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) 35,000 61.7 3,500 33.2 3,300 35.4 1,900 △29.0 11.84
通期 68,000 3.0 4,800 △25.3 4,500 △25.5 2,500 △43.0 15.58
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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、中国をはじめとしたアジア新興国経済の発展に伴い前半は景気回復基調が

続きましたが、後半は円高の影響で輸出が弱含みになるなど足踏み状態となりました。その後持ち直しの

動きが見られたものの依然自律性は弱く、また本年３月11日に発生した東日本大震災がわが国経済に大き

な影響を与えており、景気の先行きは不透明な状況となりました。 

造船業界においては、金融危機後、新造船発注は低調に推移していましたが、船価に底値感が出てきた

ことにより船主の発注意欲が回復した結果、2010年の世界の新造船受注量は、金融危機のあった2008年の

約9割の水準まで回復し、前年比131.6％増加の77,806千総トンとなりました。一方、わが国の新造船受注

量は、円高の影響などにより価格競争力が低下し、前年比24.5％増加の10,594千総トンにとどまりました。

また、特に中国において新造船供給能力が大幅に増加した結果、2010年の世界の新造船竣工量は前年比

24.6％増加して史上 高の96,012千総トンとなり、わが国の新造船竣工量も前年比6.3％増加し20,171千総

トンとなりました。 

機械業界においては、産業機械などはアジア向け輸出を中心に受注が回復しましたが、当社主力製品で

あるクランク軸については、金融危機後、中国・韓国を中心に新造船キャンセルが発生した影響で需給バ

ランスが緩み、船価も低迷したことから価格が弱含みとなりました。 

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再開したことなどから前

期比163.6％増加の35,706百万円となりました。連結売上高については、機械部門の売上高が橋梁事業から

の撤退により減少したものの、船舶部門において新造船の建造隻数及び修理船工事が増加したことなどか

ら前期比5.6％増加の67,280百万円となりました。当期末の連結受注残高は、上記のとおり新造船の新規受

注はあったものの、前期までに受注していた新造船８隻の建造契約を解約したことなどから、前期末比

48.3％減少の90,072百万円となりました。損益面では、前期に計上された受注工事損失引当金の戻入益が

当期はなかったことなどから、連結営業利益は前期比19.4％減少の6,473百万円、連結経常利益は前期比

16.8％減少の6,161百万円となりました。連結当期純利益は、新造船建造契約解約にかかる解約料を特別利

益に計上したことなどから前期比19.9％増加の4,478百万円となりました。 

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。なお、当期から｢セグメント情報等の開示に関す

る会計基準｣（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び｢セグメント情報等の開示に関する会計基準

の適用指針｣（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。前期との比較につ

いては、前期のセグメント別を当期のセグメント別に組み替えて比較しております。 

 

(a) 船舶 

船舶部門の受注高は、新造船として75千重量トンバルクキャリアー６隻を受注したほか、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29,161百万円となり、前期比352.2％

増加しました。売上高は、新造船及び修理船工事で59,229百万円となり、前期比12.5％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１隻、75千重量トンバルクキャリアー７隻、180

千重量トンバルクキャリアー２隻の計10隻です。新造船の受注残は、上記に加え前期までに受注してい

た新造船８隻の建造契約を解約した結果、14隻となりました。受注残高は、これに修理船を含め87,035

百万円となり、前期末比48.5％減少しました。損益面では、前期に計上された受注工事損失引当金の戻

入益が当期はなかったことなどから、セグメント利益は前期比7.4％減少の4,488百万円となりました。 

 

(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174件、金額にして5,268百万円と

なり、前期比10.7％減少しました。売上高は6,775百万円となり、前期比31.2％減少しました。受注残高

は3,036百万円となり、前期末比40.8％減少しました。損益面では、売上高の減少などによりセグメント

利益は前期比36.7％減少の1,592百万円となりました。 

 

(c) その他 

主な事業の内訳は、給食事業その他で、受注高、売上高ともに1,275百万円となり、前期比6.6％増加

しました。セグメント利益は、前期比49.4％増加の114百万円となりました。 

 

なお、連結営業利益はセグメント利益の調整額278百万円を加え、6,473百万円となりました。 
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｛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株当たり当期純利益（円）

平成23年３月期 35,706 67,280 6,473 6,161 4,478 27.91

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

 

｛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株当たり当期純利益（円）

平成23年３月期 34,430 66,004 6,425 6,039 4,387 27.34

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

 

② 次期の見通し 

今後の世界経済につきましては、アジア新興国を中心に成長は続くものと思われますが、欧州の財政危

機や中東・北アフリカの政情不安定化、さらには東日本大震災後の日本の景気回復動向など不安材料が残

っており、経済情勢は先行き不透明感を増しております。造船業界においては、海上荷動きや船腹需要の

低迷が懸念される一方、中国を中心に新造船の供給量増加が続いており、船価水準の回復にはなお時間を

要するものと思われます。なお、機械部門の主力製品であるクランク軸などの船舶用機器においても、船

価の影響を受けることから価格は弱含みの状況が続くものと思われます。また新興国などの需要増加から

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24年３月期の連結業績については、連結受注高が43,000百万円、連結売上高が69,000百万円となる

見通しです。利益面につきましては、連結営業利益が4,800百万円、連結経常利益が4,500百万円、連結当

期純利益が2,500百万円となる見通しです。 

 

(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 43,000 69,000 4,800 4,500 2,500

 単体業績 42,000 68,000 4,800 4,500 2,500

なお、為替レートは１米ドル＝85円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 34,500 61,600 3,800

 機  械 7,500 6,400 1,000

 そ の 他 1,000 1,000 －

 （消 去） － － －

 合  計 43,000 69,000 4,800
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(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

(a) 資産 

流動資産は、前連結会計年度末比8,605百万円増加し、54,623百万円となりました。これは主として新

造船代金の入金や借入金の増加により現金及び預金が増加したことによるものであります。固定資産は、

設備投資が減価償却を下回ったことなどにより前連結会計年度末比4,432百万円減少し、30,390百万円と

なりました。 

この結果、総資産は前連結会計年度末比4,173百万円増加し、85,013百万円となりました。 

 

(b) 負債 

流動負債は、前連結会計年度末比801百万円減少し、39,517百万円となりました。これは主として課税

所得の増加等により未払法人税等が増加したものの、新造船工事進捗に伴い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、長期借入金の増加等により前連結会計年度末比1,704百万円増加し、

17,098百万円となりました。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末比902百万円増加し、56,616百万円となりました。 

 

(c) 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末比3,270百万円増加し、28,396百万円となりました。これは主として

連結当期純利益4,478百万円の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末比5,745百万円増加し、28,662

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。 

 

(a) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動による資金の収入は、前連結会計年度比4,428百万円増加し7,402百万円となりました。これ

は、税金等調整前当期純利益の計上、受注工事損失引当金の増加及び法人税等の支払額の減少が主な要

因であります。 

 

(b) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動による資金の支出は、前連結会計年度比2,935百万円減少し2,877百万円となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出の減少が主な要因であります。 

 

(c) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動による資金の収入は、前連結会計年度比7,631百万円減少し1,226百万円となりました。これ

は、長期借入れによる収入の減少が主たる要因であります。 
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（参考） キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 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 平成23年３月期

自己資本比率（％） 26.9 24.1 25.7 31.1 33.4

時価ベースの自己資本比率

（％） 
99.4 58.7 34.4 38.9 32.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 0.4 1.5 3.0 6.1 2.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 75.0 23.9 17.5 12.6 28.0

(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。 

 

(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６社（平成23年３月31日現在）により構成）において船舶、機械の製

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。 

〔その他〕 

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。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。㈱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。㈱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。

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。 

 

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。 

 

　（船舶製造、販売）

得意先

　　　製品の流れ

　
　佐世保重工生産サービス㈱
　（下請製造（船舶、機械）、運輸）

　
　佐世保マリン・アンド・
　ポートサービス㈱
　（曳船）

　（その他）
　㈱サセホ興産（給食販売等）
　㈱つくもサービス
　　（警備及びビルメンテナンス業務等）
　佐世保重工設計㈱（設計業務）

　佐重工興産㈱（土木・建設等）

 （運輸）

　（機械製造、販売）

佐世保重工業㈱

　　（その他）

　　　その他

　　　連結子会社

（下請製造）　 （土木・建設等）  （曳船）
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

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。 

 

(2) 目標とする経営指標 

平成24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20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。 

平成22年度は、中国を始めとするアジア新興国の経済成長に伴って世界的に景気回復傾向となっており

ましたが、欧州の財政危機や中東・北アフリカの政情不安定化、さらには東日本大震災などの要因が景気

回復への重しとなりました。国内では円高の進展が輸出産業を中心に業績回復への足かせとなっていたの

に加えて東日本大震災を契機として為替が一時史上 高値を更新し、また震災の影響が電機・自動車産業

など幅広い業種に広がっているなど経済情勢はさらに不透明性を増しております。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の策定はさらに延期することとし、平成23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。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

今後のわが国経済は、東日本大震災の影響などによって一時的に景気低迷に陥ると考えられますが、そ

の後は被災地の復興事業や被災した工場の操業再開などにより回復に向かうと考えられます。世界経済に

おいては欧州財政危機や中東･北アフリカの政情不安に伴う原油高騰、さらには日本経済の回復遅延懸念な

どの景気下振れリスクがあるものの、アジア新興国が順調に経済成長を遂げていることなどから全体とし

て景気は順調に回復していくと予想されます。 

造船業界においては、2010年の世界新造船受注量が金融危機前の約９割にまで回復してきておりますが、

新造船価は依然低水準にとどまっております。2011年は引き続き新造船の竣工が史上 高レベルで続くと

考えられることから受注残はさらに減少すると見込まれ、新規受注に向けた競争はさらに激化すると予想

されます。国内造船所については、長期化する円高や資機材価格高騰への対応、韓国･中国との競争に打ち

勝つためのさらなる競争力の強化、ベテランから若手への技能伝承などが引き続き大きな課題となってお

ります。 

機械業界においては、今後東日本大震災被災地の復興が始まることによる復興需要が見込まれるものの、

東北地方に集積していた各種部品工場が被災したことによる部品不足や、多数の発電所が被災したことに

よって発生した電力供給不安定化などの影響により設備稼働率の低下懸念があることから、設備投資は当

面は低調に推移すると予想されます。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

造船価の低迷等により採算性の悪化が予想されます。しかし新造船発注量が増加すると考えられることな
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どから、今後は需要が徐々に回復していくものと見込まれます。 

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、

経営基盤のさら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。 

① 船舶部門 

新造船については戦略船種の開発･受注活動及びさらなる製造コストの引き下げによる競争力強化を図

ってまいります。修理船については、引き続き地の利を活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の強化を図ります。また一般商船修理事業においても、海外修繕ヤードとも

提携してバラスト水処理装置取付工事の受注拡大とともにコストダウンを推進してまいります。 

② 機械部門 

機械部門では、引き続き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

に技術力向上によって事業展開スピードの向上を図ります。また販路の拡大なども行うことで受注量を

確保し、さらなる収益力強化を実現します。 
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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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,876 29,592

受取手形及び売掛金 17,155 18,723

有価証券 40 70

商品及び製品 16 18

仕掛品 3,143 1,587

原材料及び貯蔵品 580 1,201

繰延税金資産 308 1,174

その他 1,898 2,256

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 46,017 54,623

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,978 23,997

減価償却累計額 △14,061 △14,777

建物及び構築物（純額） ※1  9,917 ※1  9,220

ドック船台 5,154 5,163

減価償却累計額 △3,854 △3,936

ドック船台（純額） ※1  1,300 ※1  1,227

機械装置及び運搬具 26,988 27,091

減価償却累計額 △18,529 △20,567

機械装置及び運搬具（純額） ※1  8,459 ※1  6,523

工具、器具及び備品 2,293 2,322

減価償却累計額 △1,852 △2,004

工具、器具及び備品（純額） ※1  440 ※1  317

土地 ※1  7,567 ※1  7,143

リース資産 83 137

減価償却累計額 △24 △52

リース資産（純額） 58 85

建設仮勘定 317 236

有形固定資産合計 28,060 24,753

無形固定資産   

ソフトウエア 195 165

リース資産 31 23

電話加入権 11 11

無形固定資産合計 239 201

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※2  4,052 ※1, ※2  3,202

長期貸付金 12 11

繰延税金資産 2,035 2,068

その他 694 424

貸倒引当金 △271 △271

投資その他の資産合計 6,522 5,434

固定資産合計 34,822 30,390

資産合計 80,840 85,013
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,168 18,161

設備関係支払手形 610 196

短期借入金 ※1  4,068 ※1  3,668

リース債務 30 44

未払法人税等 159 3,430

前受金 ※1  16,960 ※1  10,394

保証工事引当金 56 52

受注工事損失引当金 5 1,283

その他 2,259 2,288

流動負債合計 40,319 39,517

固定負債   

長期借入金 ※1  9,614 ※1  11,917

リース債務 64 71

繰延税金負債 2 2

退職給付引当金 5,430 4,898

特別修繕引当金 35 46

その他 246 161

固定負債合計 15,394 17,098

負債合計 55,713 56,616

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 12,175 16,026

自己株式 △976 △977

株主資本合計 24,761 28,612

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 365 △215

その他の包括利益累計額合計 365 △215

純資産合計 25,126 28,396

負債純資産合計 80,840 85,013
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 (連結損益計算書) 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 63,692 67,280

売上原価 52,926 58,221

売上総利益 10,765 9,058

販売費及び一般管理費   

給料 1,139 1,166

退職給付費用 86 96

研究開発費 ※5  239 ※5  126

賃借料 295 205

その他 972 989

販売費及び一般管理費合計 2,734 2,584

営業利益 8,031 6,473

営業外収益   

受取利息 34 30

受取配当金 51 53

受取保険金及び配当金 17 10

その他 25 25

営業外収益合計 129 120

営業外費用   

支払利息 256 270

為替差損 384 122

その他 118 40

営業外費用合計 760 432

経常利益 7,400 6,161

特別利益   

固定資産売却益 ※1  73 ※1  0

貸倒引当金戻入額 0 0

契約解約益 － 2,042

その他 69 42

特別利益合計 143 2,085

特別損失   

固定資産売却損 ※2  91 ※2  0

固定資産処分損 ※3  331 ※3  99

減損損失 ※4  394 ※4  460

投資有価証券評価損 34 9

その他 16 21

特別損失合計 868 591

税金等調整前当期純利益 6,676 7,655

法人税、住民税及び事業税 790 3,828

過年度法人税等 196 －

法人税等調整額 1,955 △652

法人税等合計 2,942 3,176

少数株主損益調整前当期純利益 － 4,478

少数株主利益 － －

当期純利益 3,733 4,478
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 (連結包括利益計算書) 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 4,478

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △580

その他の包括利益合計 － ※2  △580

包括利益 － ※1  3,898

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 3,898

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 9,245 12,175

当期変動額   

剰余金の配当 △802 △641

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 5

固定資産圧縮積立金の取崩 － 8

当期純利益 3,733 4,478

当期変動額合計 2,929 3,851

当期末残高 12,175 16,026

自己株式   

前期末残高 △975 △976

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △976 △977

株主資本合計   

前期末残高 21,832 24,761

当期変動額   

剰余金の配当 △802 △641

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 5

固定資産圧縮積立金の取崩 － 8

当期純利益 3,733 4,478

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 2,928 3,850

当期末残高 24,761 28,612
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △99 365

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 464 △580

当期変動額合計 464 △580

当期末残高 365 △215

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △99 365

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 464 △580

当期変動額合計 464 △580

当期末残高 365 △215

純資産合計   

前期末残高 21,733 25,126

当期変動額   

剰余金の配当 △802 △641

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 5

固定資産圧縮積立金の取崩 － 8

当期純利益 3,733 4,478

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 464 △580

当期変動額合計 3,393 3,270

当期末残高 25,126 28,396
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 6,676 7,655

減価償却費 3,548 3,642

減損損失 394 460

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,248 △531

保証工事引当金の増減額（△は減少） 2 △4

受注工事損失引当金の増減額（△は減少） △2,437 1,278

特別修繕引当金の増減額（△は減少） 8 11

受取利息及び受取配当金 △85 △84

支払利息 256 270

為替差損益（△は益） 0 6

投資有価証券評価損益（△は益） 34 9

有形固定資産売却損益（△は益） 17 0

固定資産処分損益（△は益） 331 99

売上債権の増減額（△は増加） 8,576 △1,568

たな卸資産の増減額（△は増加） △357 933

未収消費税等の増減額（△は増加） 442 △158

その他の流動資産の増減額（△は増加） △97 △203

仕入債務の増減額（△は減少） △7,799 2,881

前受金の増減額（△は減少） △1,957 △6,566

その他の流動負債の増減額（△は減少） △514 34

小計 5,777 8,164

利息及び配当金の受取額 88 83

利息の支払額 △235 △264

法人税等の支払額 △2,657 △582

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,973 7,402

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 － △1,000

有価証券の売却及び償還による収入 1,000 －

有形固定資産の取得による支出 △6,793 △2,005

有形固定資産の除却による支出 △54 △54

有形固定資産の売却による収入 95 0

無形固定資産の取得による支出 △108 △43

投資有価証券の売却及び償還による収入 500 30

貸付けによる支出 △2 －

貸付金の回収による収入 2 1

その他 △451 193

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,812 △2,877
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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） 750 △1,280

長期借入れによる収入 9,940 4,800

長期借入金の返済による支出 △1,009 △1,618

配当金の支払額 △796 △638

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 △26 △35

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,857 1,226

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,017 5,745

現金及び現金同等物の期首残高 16,898 22,916

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  22,916 ※1  28,662
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 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

で清算結了しました。 

 

(ロ) 非連結子会社の数    ―社 

(イ) 連結子会社の数 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㈱ 

 

 

 

 

(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 

   ―社 

(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おりま

す。 

(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おりま

す。 

 (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

ートサービス㈱）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

除外しております。 

(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

算日は一致しております。 

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お

ります。） 

  時価のないもの 

   …移動平均法による原価法 

(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 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

 (2) デリバティブ 

 時価法 

(2) デリバティブ 

同左 

 (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、仕掛

品は個別法による原価法によっており

ます。 

(3) たな卸資産 

同左 

 (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） 

 定率法を採用しております。なお、

主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

  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

よっております。 

(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） 

同左 

 (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

額を零として算出する定額法によって

おります。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おり

ます。 

 

(2) リース資産 

同左 

 (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

しております。 

(ハ) 重要な引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

 (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

計上しております。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

としております。 

(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）を適用しております。

  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

与える影響はありません。 

――――――――― 

 (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おります。 

 

(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おります。

 

(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

上しております。 

 

(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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

 (ニ) 収益及び費用の計上基準 

完成工事高の計上基準 

  完成工事高の計上は、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。 

（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。 

  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ありません。

(ニ) 収益及び費用の計上基準 

完成工事高の計上基準 

同左 

 

 

 

 

 

――――――――― 

 (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

例処理の用件を満たしているた

め、特例処理を採用しておりま

す。 

(ホ) 重要なヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (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） 長期借入金 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

   社内規程に基き、金利変動リ

スクをヘッジしております。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   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

の評価を省略しております。 

 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 ――――――――― (ヘ) 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か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっておりま

す。 

 (ヘ) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

 消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

(ト) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

 消費税等の会計処理 

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おりま

す。 

――――――――― 

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

しております。 

――――――――― 

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か月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。 

――――――――― 
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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 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

（資産除去債務に関する会計基準等） 

 当連結会計年度から「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益は

それぞれ０百万円、税金等調整前当期純利益は８百万円

減少しております。 

 

(8) 表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

（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

ることとしました。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

れております。 

（連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「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21年３月24日 

内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期

純利益」の科目で表示しております。 

 

(9) 追加情報 

 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

――――――――――― 

 

 

 

 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額

等合計」の金額を記載しております。 
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(10) 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22年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成23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おります。 

 
建物及び構築物 3,274百万円
ドック船台 1,300百万円
機械装置及び運搬具 393百万円
工具、器具及び備品 0百万円
土地 1,261百万円
合計 6,230百万円

  

※１ 担保資産及び担保付債務 
(1) 固定資産のうち建物102百万円、土地191百万円及
び下記の5,760百万円（工場財団組成）については、
短期借入金1,150百万円、前受金1,908百万円、長期
借入金6,923百万円の担保に供しております。 

 
建物及び構築物 3,024百万円
ドック船台 1,227百万円
機械装置及び運搬具 247百万円
工具、器具及び備品 0百万円
土地 1,261百万円
合計 5,760百万円

  
(2) 投資有価証券2,683百万円は、長期借入金45百万円
の担保に供しております。 
 

(2) 投資有価証券2,011百万円は、前受金950百万円及
び長期借入金3,000百万円の担保に供しております。 
 

※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

  

※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、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期間付タームロ
ーン契約を締結しております。 

   当連結会計年度末におけるコミットメントライ
ン契約等に係る未実行残高等は次の通りでありま
す。 

 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  5,900百万円 

 差引額 11,100百万円 

 
 

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、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期間付タームロ
ーン契約を締結しております。 

   当連結会計年度末におけるコミットメントライ
ン契約等に係る未実行残高等は次の通りでありま
す。 

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  6,500百万円 

差引額 10,500百万円 

 
 

４ 財務制限条項 
   上記のコミットメントライン契約等について

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おりま
す。 

    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
ント期間付タームローン契約による長期借入金
5,900百万円）となっております。 

４ 財務制限条項 
   上記のコミットメントライン契約等について

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おりま
す。 

    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6,500百万円（コミットメ
ント期間付タームローン契約による長期借入金
6,500百万円）となっております。 
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（連結損益計算書関係） 

 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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
（機械装置および運搬具等）の売却によるもので
あります。 

 

※１  固定資産売却益の主なものは、有形固定資産
（機械装置および運搬具等）の売却によるもので
あります。 

 
※２  固定資産売却損の主なものは、有形固定資産

（機械装置および運搬具等）の売却によるもので
あります。 

 

※２  固定資産売却損の主なものは、有形固定資産
（機械装置および運搬具等）の売却によるもので
あります。 

 
※３  固定資産処分損の主なものは、有形固定資産

（機械装置および運搬具等）の除却によるもので
あります。 

 

※３  固定資産処分損の主なものは、有形固定資産
（機械装置および運搬具等）の除却によるもので
あります。 

 
※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おります。 

 
  (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
で減額いたしました。 

  （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

額まで減額いたしました。 
 
  (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おり
ます。 

 

※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）遊休資産 
     （種類）土地他 
     （場所）長崎県佐世保市他 
     （金額）460百万円 
 
 
 
 
 
  (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おります。 

 
  (3) 減損損失の認識に至った経緯 
  （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

額まで減額いたしました。 
 
 
 
 
 
  (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おり
ます。 

 

※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、239百万円です。 

 
 

  

※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、126百万円です。 
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（連結包括利益計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 親会社株式に係る包括利益 4,198 百万円 

 少数株主に係る包括利益 － 百万円 

 計 4,198 百万円 

 

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 464 百万円 

 計 464 百万円 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（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

（注）増加数は、単元未満株主の買取請求による増加です。 

 

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

 

(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

 

 

 

 

 

 

 

佐世保重工業株式会社（7007）平成23年3月期　決算短信

―25―



当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23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） 1,478,734 3,294 － 1,482,028

（注）増加数は、単元未満株主の買取請求による増加です。 

 

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 641 4.0 平成22年３月31日 平成22年６月25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23年６月23日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 802 5.0 平成23年３月31日 平成23年６月24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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 22,876百万円

有価証券 40百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －百万円

償還期間が３ヶ月を超える債券等 －百万円

現金及び現金同等物 22,916百万円

  

※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 29,592百万円

有価証券 70百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △1,000百万円

償還期間が３ヶ月を超える債券等 －百万円

現金及び現金同等物 28,662百万円

  
２ 重要な非資金取引の内容 
  該当事項はありません。 

２ 重要な非資金取引の内容 
同左 

  

  

 

（開示の省略） 

 以下の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お

ります。 

（リース取引）、（金融商品関係）、（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）、（退職給付関係）、（資産除去債務関係）、（賃貸等不動産関係） 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 

 
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 48 346 394

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

(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

を行っております。 

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 「消去又は会社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおり。 

 
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（現金および有価証券）、
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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(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おります。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おります。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おります。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」に変更しております。 

 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ります。 

  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 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前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おりません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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） 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

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 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、シンガポール、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ります。 
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【セグメント情報】 

Ⅰ  当連結会計年度（自  平成22年４月１日 至  平成23年３月31日） 

１  報告セグメントの概要 

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

  当社の組織体制は、経営資源の全体 適配分や事業部別の詳細な損益管理などを目的とした事業部制組

織となっております。従って、当社は事業部を基礎とした製品別セグメントから構成されており、「船

舶」「機械」の２つを報告セグメントとしております。 

  「船舶」は、油送船、ばら積貨物船及び艦艇、海洋調査船等の建造、改造及び修理をしております。

「機械」は、クランク軸等各種ディーゼル機関部品、フィンスタビライザー等各種舶用機械及び製鉄機

械等の製造販売をしております。 

 

２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

  報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。 

  報告セグメントの利益又は損失は営業損益ベースの数値であります。 

  セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

 

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

前連結会計年度（自  平成21年４月１日 至  平成22年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

船舶 機械 計 

その他 
(注１) 

合計 
調整額 
(注２) 

合計 
(注３) 

売上高    

  外部顧客への売上高 52,645 9,850 62,495 1,196 63,692 － 63,692

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － 2,679 2,679 △2,679 －

計 52,645 9,850 62,495 3,876 66,372 △2,679 63,692

セグメント利益 4,848 2,517 7,366 76 7,442 588 8,031

セグメント資産 27,782 9,121 36,904 1,384 38,288 42,551 80,840

その他の項目    

  減価償却費 1,621 965 2,586 259 2,846 702 3,548

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

1,419 1,712 3,131 10 3,141 2,288 5,429

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業、ゴルフ場事

業及び運輸事業等を含んでおります。 

   ２ 各セグメントに配分している一般管理費等の全社費用は予算金額を基に行っており、実際発生額

との予算差異については配分しておりません。セグメント利益の調整額として計上している588百

万円には、この予算差異を計上しております。 

   ３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日 至  平成23年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

船舶 機械 計 

その他 
(注１) 

合計 
調整額 
(注２) 

連結損益計
算書計上額
（注３）

売上高    

  外部顧客への売上高 59,229 6,775 66,004 1,275 67,280 － 67,280

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － 2,152 2,152 △2,152 －

計 59,229 6,775 66,004 3,428 69,433 △2,152 67,280

セグメント利益 4,488 1,592 6,081 114 6,195 278 6,473

セグメント資産 27,486 8,152 35,638 857 36,496 48,517 85,013

その他の項目    

  減価償却費 1,594 1,063 2,658 235 2,893 749 3,642

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

290 31 321 11 333 342 676

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業、ゴルフ場事

業及び運輸事業等を含んでおります。 

   ２ 各セグメントに配分している一般管理費等の全社費用は予算金額を基に行っており、実際発生額

との予算差異については配分しておりません。セグメント利益の調整額として計上している278百

万円には、この予算差異を計上しております。 

   ３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

(追加情報) 

 当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

 

【関連情報】 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１  製品及びサービスごとの情報 

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

２  地域ごとの情報 

 売上高 

（単位：百万円） 

 アジア 日本 中米 その他 合計 

 29,175 19,740 17,271 1,093 67,280

 (注) 国又は地域の区別は、地理的接近度によっております。 

３  主要な顧客ごとの情報 

（単位：百万円） 

 顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

 海上自衛隊佐世保地方総監部 7,061 船舶 
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
  

船舶 機械 計 

その他 
(注) 

全社・消去 合計 

 減損損失 － － － － 460 460

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、給食事業、ゴルフ場事業及び

運輸事業等を含んでおります。 

 

（１株当たり情報） 

 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

  

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 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おりません。 

  

１株当たり純資産額 176円96銭

１株当たり当期純利益金額 27円91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おりません。 

    
(注) 算定上の基礎 

１.１株当たり純資産額 

項目 
前連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成23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） 25,126 28,396

普通株式に係る純資産額（百万円） 25,126 28,396

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） 1,478 1,482

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） 

160,476 160,472

 

２.１株当たり当期純利益金額 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 3,733 4,478

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） 3,733 4,478

普通株式の期中平均株式数（千株） 160,477 160,474
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 重要な契約の解除 

 当社で建造予定の75千重量トンバルクキャリアー６隻、180千重量トンバルクキャリアー２隻の合計８隻に

係る当社と発注者との新造船建造契約について、当社が発注者から前受金として受領していた2,042百万円を

解約料とすることを条件に、平成22年５月26日付で契約の解除に合意しました。この結果、平成23年３月期決

算において同額の特別利益が発生いたします。 

 なお、これら８隻分の解約後の当社新造船建造工程の再構築については、今後の市場環境、船価状況、鋼材

をはじめとするコスト要因等の諸要素を慎重に分析・調査しつつ、的確に行う予定であります。 

 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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(11) その他の情報 

生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

増減 
 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

船舶 53,397 85.6 60,536 89.1 7,138 13.4

機械 7,828 12.5 6,154 9.0 △1,673 △21.4

その他 1,196 1.9 1,275 1.9 78 6.6

合計 62,422 100.0 67,966 100.0 5,543 8.9

 

② 受注状況 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

増減 
 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％) 

船舶 6,449 47.6 29,161 81.7 22,712 352.2

機械 5,901 43.6 5,268 14.7 △632 △10.7

その他 1,196 8.8 1,275 3.6 78 6.6

合計 13,548 100.0 35,706 100.0 22,158 163.6

 

③ 受注残高 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
増減 

 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

船舶 169,083 97.1 87,035 96.6 △82,047 △48.5

機械 5,129 2.9 3,036 3.4 △2,092 △40.8

その他 － － － － － －

合計 174,212 100.0 90,072 100.0 △84,140 △48.3

 （注）  受注残高は、工事完成基準で記載しております。当連結会計年度末の受注残高の内、船舶19,465百万

円、機械42百万円を、前連結会計年度末の受注残高の内、船舶19,932百万円、機械629百万円を工事進行

基準による売上高として計上しております。 

 

④ 販売実績 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

増減 
 

金額 構成比(％) 金額 構成比(％) 金額 増減率(％)

船舶 52,645 82.7 59,229 88.0 6,584 12.5

機械 9,850 15.4 6,775 10.1 △3,075 △31.2

その他 1,196 1.9 1,275 1.9 78 6.6

合計 63,692 100.0 67,280 100.0 3,587 5.6
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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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,397 29,137

受取手形 804 473

売掛金 16,208 18,041

原材料及び貯蔵品 579 1,181

半成工事 3,143 1,587

前払金 1,020 1,185

前払費用 41 31

繰延税金資産 291 1,154

未収入金 873 1,025

その他 54 57

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 45,413 53,876

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,119 13,092

減価償却累計額 △7,658 △8,045

建物（純額） 5,461 5,047

構築物 10,826 10,872

減価償却累計額 △6,374 △6,702

構築物（純額） 4,451 4,169

ドック船台 5,154 5,163

減価償却累計額 △3,854 △3,936

ドック船台（純額） 1,300 1,227

機械及び装置 24,688 24,802

減価償却累計額 △17,277 △19,021

機械及び装置（純額） 7,411 5,781

船舶 1,332 1,322

減価償却累計額 △540 △740

船舶（純額） 791 582

車両運搬具 711 711

減価償却累計額 △497 △576

車両運搬具（純額） 213 134

工具、器具及び備品 2,265 2,294

減価償却累計額 △1,830 △1,980

工具、器具及び備品（純額） 435 314

土地 7,567 7,143

リース資産 81 129

減価償却累計額 △23 △51

リース資産（純額） 57 78

建設仮勘定 305 240

有形固定資産合計 27,996 24,718
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 194 164

リース資産 30 22

電話加入権 10 10

無形固定資産合計 235 197

投資その他の資産   

投資有価証券 3,927 3,108

関係会社株式 130 130

出資金 19 19

長期貸付金 3 2

関係会社長期貸付金 28 22

従業員に対する長期貸付金 9 8

破産更生債権等 163 163

繰延税金資産 2,034 2,065

長期未収入金 340 108

その他 169 130

貸倒引当金 △271 △271

投資その他の資産合計 6,554 5,486

固定資産合計 34,785 30,402

資産合計 80,199 84,278

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,503 3,949

設備関係支払手形 610 196

買掛金 12,678 14,203

短期借入金 4,068 3,668

リース債務 29 42

未払金 80 97

未払費用 1,748 1,912

未払法人税等 144 3,412

前受金 16,959 10,385

預り金 272 130

保証工事引当金 56 52

受注工事損失引当金 5 1,283

流動負債合計 40,156 39,334

固定負債   

長期借入金 9,614 11,917

長期未払金 97 36

リース債務 62 64

退職給付引当金 5,384 4,844

特別修繕引当金 35 46

資産除去債務 － 5

固定負債合計 15,194 16,916

負債合計 55,351 56,250
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23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 34 26

固定資産圧縮積立金 25 12

繰越利益剰余金 10,314 14,095

利益剰余金合計 11,901 15,661

自己株式 △976 △977

株主資本合計 24,487 28,246

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 360 △218

評価・換算差額等合計 360 △218

純資産合計 24,847 28,027

負債純資産合計 80,199 84,278
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 62,495 66,004

売上原価 51,942 57,163

売上総利益 10,553 8,841

販売費及び一般管理費   

給料 1,036 1,044

退職給付費用 86 96

福利厚生費 226 260

旅費及び交通費 103 100

業務委託費 77 66

諸会費 41 36

租税公課 82 109

減価償却費 38 45

賃借料 294 204

研究開発費 239 126

引合費用 78 39

貸倒引当金繰入額 1 －

その他 288 286

販売費及び一般管理費合計 2,593 2,415

営業利益 7,959 6,425

営業外収益   

受取利息 33 30

受取配当金 51 52

受取保険金及び配当金 17 10

その他 24 23

営業外収益合計 126 117

営業外費用   

支払利息 256 270

為替差損 384 122

その他 119 111

営業外費用合計 760 503

経常利益 7,325 6,039
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 73 0

貸倒引当金戻入額 0 －

契約解約益 － 2,042

その他 69 42

特別利益合計 143 2,084

特別損失   

固定資産売却損 91 0

固定資産処分損 331 99

減損損失 394 460

投資有価証券評価損 34 9

その他 16 11

特別損失合計 868 581

税引前当期純利益 6,601 7,542

法人税、住民税及び事業税 756 3,803

過年度法人税等 159 －

法人税等調整額 1,953 △647

法人税等合計 2,870 3,155

当期純利益 3,730 4,387
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 34

当期変動額   

買換資産圧縮積立金の取崩 △22 △8

当期変動額合計 △22 △8

当期末残高 34 26

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 － 25

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 △12

当期変動額合計 25 △12

当期末残高 25 12
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 7,390 10,314

当期変動額   

剰余金の配当 △802 △641

固定資産圧縮積立金の積立 △44 －

買換資産圧縮積立金の取崩 38 14

固定資産圧縮積立金の取崩 1 21

当期純利益 3,730 4,387

当期変動額合計 2,924 3,781

当期末残高 10,314 14,095

利益剰余金合計   

前期末残高 8,974 11,901

当期変動額   

剰余金の配当 △802 △641

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 5

固定資産圧縮積立金の取崩 － 8

当期純利益 3,730 4,387

当期変動額合計 2,926 3,759

当期末残高 11,901 15,661

自己株式   

前期末残高 △975 △976

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △976 △977

株主資本合計   

前期末残高 21,561 24,487

当期変動額   

剰余金の配当 △802 △641

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 5

固定資産圧縮積立金の取崩 － 8

当期純利益 3,730 4,387

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 2,925 3,759

当期末残高 24,487 28,246
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 △98 360

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 458 △579

当期変動額合計 458 △579

当期末残高 360 △218

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △98 360

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 458 △579

当期変動額合計 458 △579

当期末残高 360 △218

純資産合計   

前期末残高 21,463 24,847

当期変動額   

剰余金の配当 △802 △641

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 5

固定資産圧縮積立金の取崩 － 8

当期純利益 3,730 4,387

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 458 △579

当期変動額合計 3,384 3,179

当期末残高 24,847 28,027
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(4) 財務諸表に関する注記事項 

（重要な後発事象） 

前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 重要な契約の解除 

 当社で建造予定の75千重量トンバルクキャリアー６隻、180千重量トンバルクキャリアー２隻の合計８隻に

係る当社と発注者との新造船建造契約について、当社が発注者から前受金として受領していた2,042百万円を

解約料とすることを条件に、平成22年５月26日付で契約の解除に合意しました。この結果、平成23年３月期決

算において同額の特別利益が発生いたします。 

 なお、これら８隻分の解約後の当社新造船建造工程の再構築については、今後の市場環境、船価状況、鋼材

をはじめとするコスト要因等の諸要素を慎重に分析・調査しつつ、的確に行う予定であります。 

 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 

 

６．その他 

（役員の異動） 

 平成23年４月28日公表の「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。 
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