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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 5,004 2.7 395 △26.4 349 △30.0 137 △46.6

22年3月期 4,871 △6.8 537 25.1 498 27.5 257 3.2

（注）包括利益 23年3月期 122百万円 （△56.5％） 22年3月期 282百万円 （―％）

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 15.31 ― 7.3 6.9 7.9
22年3月期 28.65 ― 15.1 9.6 11.0

（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 5,103 1,956 37.7 214.28
22年3月期 5,038 1,862 36.3 203.43

（参考） 自己資本   23年3月期  1,923百万円 22年3月期  1,826百万円

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 381 △29 △250 521
22年3月期 436 △20 △400 422

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 ― 3.00 3.00 26 10.5 1.5
23年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 26 19.6 1.4

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 3.00 3.00 15.0

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) 1,800 △10.3 30 △77.2 5 △94.8 △50 ― △5.57

通期 4,350 △13.1 370 △6.5 350 0.2 180 30.9 20.05



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) 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P.11「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） 

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 8,987,700 株 22年3月期 8,987,700 株

② 期末自己株式数 23年3月期 9,858 株 22年3月期 8,259 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 8,978,395 株 22年3月期 8,979,441 株

※ 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きの対象外であり、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きが実施中でありま
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記載の予想値と異なる可能性があります。 
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(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、緩やかな回復基調から足踏み状態を経て、再度持ち直しの動きが見られた

ものの、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、急激に先行き不透明な状況となりました。 

 当社グループの係る建設業界におきましては、公共工事は総じて低調に推移し、また、民間設備投資の増勢も鈍化

傾向にあり、依然厳しい状況が続きました。 

 このような状況のもと、当社グループの当連結会計年度の業績は、受注高は5,278百万円（前年同期比26.3％増）

となり、売上高は5,004百万円（前年同期比2.7％増）となりました。 

 利益面につきましては、販売費および一般管理費の合理化に一定の効果が見られたものの、厳しい価格競争による

売上総利益の低下の影響から、営業利益は395百万円（前年同期比26.4％減）、経常利益は349百万円（前年同期比

30.0％減）となり、法人税等の計上の影響により、当期純利益は137百万円（前年同期比46.6％減）となりました。 

  

 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  

  受注高につきましては、修理保守関係が堅調であったことに加え、ゴンドラ、舞台装置とも比較的大型の物件を

 獲得し、3,038百万円（前年同期比21.3％増）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が増加した影響により、2,830百万円（前年同期比6.6％

 減）に留まりました。 

 ・海洋関連 

  受注高につきましては、官公庁船などの定期検査および定期修理を順調に受注し、1,654百万円（前年同期比 

 36.2％増）となりました。 

  売上高につきましては、順調に推移しました受注高に伴い、1,645百万円（前年同期比22.4％増）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前期の設備投資低迷期からやや盛り返 

 し、585百万円（前年同期比27.1％増）となりました。 

  売上高につきましては、受注高はやや盛り返したものの、受注残の増加による伸び悩みから、529百万円(前年同

 期比6.1％増）に留まりました。 

  

 次期の見通しにつきましては、わが国経済において、生産拠点の被災や輸送経路の遮断など震災の影響が残ること

に加え、原子力発電所の事故による電力供給不足の長期化により、厳しい状況が予想されます。  

このような状況のなか当社グループは、利益体質の維持向上を図り、環境の変化にすばやく対応できる企業の確立

に向けより一層邁進いたす所存であります。  

「ゴンドラ・舞台」では、合弁会社との連携をより強め中国市場の販売拡大を継続し、多様化するニーズに対応で

きる技術開発の促進により、主力商品としての競争力強化を図ります。  

 「海洋関連」では、船舶修理の既存顧客満足度の向上を軸に、新規顧客の開拓を継続するとともに、新型魚礁の拡

販に努めます。  

 「その他」では、設備投資の再開を見込み、産業機械拡販と仮設ゴンドラの機材充実を継続します。 

 次期（通期）の連結業績予想につきましては、売上高4,350百万円、営業利益370百万円、経常利益350百万円、当

期純利益180百万円を見込んでおります。  

   

(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

 （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65百万円増加して5,103百万円となりました。これは当連結会計年度におい

て、仕掛品は減少しましたが、受取手形及び売掛金は増加したこと等によるものであります。 

 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94百万円

増加の1,956百万円となりました。この結果、１株当たり純資産は、前連結会計年度末に比べ10.85円増加して214.28

円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の36.3％から37.7％に上昇いたしました。 

１．経営成績

  前  期 当  期 増  減 

総資産  5,038  5,103     65

純資産     1,862     1,956  94

１株当たり純資産 円 203.43 円 214.28 円 10.85

自己資本比率 ％ 36.3 ％ 37.7 ％ 1.4



 ②キャッシュ・フローの状況 

 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99百万円増加し、当連結会計年度は521百万円になりました。 

 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、381百万円（前年同期比54百万円減）となりました。 

   これは、税金等調整前当期純利益が339百万円、たな卸資産の減少103百万円、仕入債務の減少110百万円とな

りましたが、売上債権の増加が269百万円、法人税等の支払額が179百万円となったこと等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、29百万円（前年同期比9百万円増）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16百万円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、250百万円（前年同期比149百万円減）となりました。 

   これは、短期借入金の純増減額の減少が74百万円、長期借入金の借入による収入が1,030百万円となりました

が、長期借入金の返済による支出が1,178百万円となったこと等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、次のとおりです。 

        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おります。 

      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。 

  

  平成22年３月期決算短信（平成22年５月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

 ます。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

   http://www.sansei-group.co.jp  

  平成21年3月期 平成22年3月期 平成23年3月期 

株主資本比率（％） 29.2 35.8 37.6 

時価ベースの株主資本比率（％） 12.8 18.0 17.6 

債務償還年数（年） 6.5 3.8 3.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 4.7 9.7 11.2 

２．経営方針



３．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成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 470,379 528,279

受取手形及び売掛金 1,375,776 1,523,968

仕掛品 254,039 153,786

原材料及び貯蔵品 72,391 64,016

繰延税金資産 51,066 79,467

その他 55,867 36,630

貸倒引当金 △7,701 △4,968

流動資産合計 2,271,818 2,381,181

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 466,383 419,708

機械装置及び運搬具（純額） 43,318 42,442

工具、器具及び備品（純額） 19,696 18,621

土地 1,900,031 1,900,031

リース資産（純額） 3,928 3,050

その他（純額） 15,192 22,478

有形固定資産合計 2,448,550 2,406,332

無形固定資産 158,716 143,781

投資その他の資産   

投資有価証券 36,412 30,695

繰延税金資産 2,540 18,854

その他 134,865 136,268

貸倒引当金 △14,100 △13,177

投資その他の資産合計 159,718 172,640

固定資産合計 2,766,985 2,722,754

資産合計 5,038,804 5,103,935



（単位：千円）

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 701,603 806,100

短期借入金 188,050 107,750

1年内返済予定の長期借入金 1,104,598 252,688

リース債務 857 934

未払法人税等 128,761 189,050

賞与引当金 50,846 67,191

工事損失引当金 51,409 104,769

その他 268,901 215,017

流動負債合計 2,495,028 1,743,501

固定負債   

長期借入金 375,792 1,071,818

リース債務 3,458 2,523

退職給付引当金 203,039 221,578

役員退職慰労引当金 99,027 －

その他 － 107,536

固定負債合計 681,317 1,403,456

負債合計 3,176,345 3,146,958

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 812,783 923,308

自己株式 △902 △1,052

株主資本合計 1,806,334 1,916,708

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6,209 2,072

為替換算調整勘定 14,157 4,992

その他の包括利益累計額合計 20,366 7,065

少数株主持分 35,757 33,202

純資産合計 1,862,458 1,956,976

負債純資産合計 5,038,804 5,103,935



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成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 4,871,218 5,004,924

売上原価 3,610,287 3,913,915

売上総利益 1,260,930 1,091,009

販売費及び一般管理費   

役員報酬 77,979 87,591

給料及び手当 318,393 295,484

賞与引当金繰入額 11,081 16,192

退職給付費用 15,148 11,323

役員退職慰労引当金繰入額 7,160 －

貸倒引当金繰入額 1,700 －

減価償却費 10,634 9,569

その他 281,558 275,154

販売費及び一般管理費合計 723,656 695,315

営業利益 537,274 395,693

営業外収益   

受取利息 537 286

受取配当金 642 683

受取保険金 5,456 －

保険解約返戻金 4,722 －

その他 9,894 13,490

営業外収益合計 21,252 14,460

営業外費用   

支払利息 46,516 34,193

為替差損 11,172 14,254

シンジケートローン関連費用 1,000 －

その他 1,054 12,489

営業外費用合計 59,743 60,938

経常利益 498,783 349,216

特別利益   

固定資産売却益 1,589 21

特別利益合計 1,589 21

特別損失   

固定資産除売却損 767 171

貸倒引当金繰入額 3,570 2,647

災害による損失 － 7,200

その他 629 －

特別損失合計 4,967 10,019

税金等調整前当期純利益 495,406 339,217

法人税、住民税及び事業税 188,394 243,422

法人税等調整額 31,048 △43,040

法人税等合計 219,443 200,382

少数株主損益調整前当期純利益 － 138,835

少数株主利益 18,664 1,372

当期純利益 257,298 137,462



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

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 － 138,835

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △4,136

為替換算調整勘定 － △11,775

その他の包括利益合計 － △15,912

包括利益 － 122,923

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 124,161

少数株主に係る包括利益 － △1,237



（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 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 582,423 812,783

当期変動額   

剰余金の配当 △26,938 △26,938

当期純利益 257,298 137,462

当期変動額合計 230,360 110,524

当期末残高 812,783 923,308

自己株式   

前期末残高 △902 △902

当期変動額   

自己株式の取得 － △150

当期変動額合計 － △150

当期末残高 △902 △1,052

株主資本合計   

前期末残高 1,575,974 1,806,334

当期変動額   

剰余金の配当 △26,938 △26,938

当期純利益 257,298 137,462

自己株式の取得 － △150

当期変動額合計 230,360 110,375

当期末残高 1,806,334 1,916,708



（単位：千円）

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 4,511 6,209

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,697 △4,136

当期変動額合計 1,697 △4,136

当期末残高 6,209 2,072

為替換算調整勘定   

前期末残高 9,930 14,157

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,227 △9,164

当期変動額合計 4,227 △9,164

当期末残高 14,157 4,992

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 14,442 20,366

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,924 △13,301

当期変動額合計 5,924 △13,301

当期末残高 20,366 7,065

少数株主持分   

前期末残高 15,281 35,757

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20,475 △2,554

当期変動額合計 20,475 △2,554

当期末残高 35,757 33,202

純資産合計   

前期末残高 1,605,698 1,862,458

当期変動額   

剰余金の配当 △26,938 △26,938

当期純利益 257,298 137,462

自己株式の取得 － △150

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26,400 △15,856

当期変動額合計 256,760 94,518

当期末残高 1,862,458 1,956,976



（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 495,406 339,217

減価償却費 68,547 56,237

受注損失引当金の増減額（△は減少） △73,473 －

工事損失引当金の増減額（△は減少） 51,409 53,360

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,552 18,538

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,160 △99,027

受取利息及び受取配当金 △1,180 △970

支払利息 46,516 34,193

為替差損益（△は益） 10,332 13,046

固定資産除売却損益（△は益） △821 150

売上債権の増減額（△は増加） 292,922 △269,703

たな卸資産の増減額（△は増加） 60,732 103,382

仕入債務の増減額（△は減少） △222,793 110,456

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 107,536

その他 △84,136 127,782

小計 649,069 594,201

利息及び配当金の受取額 1,152 1,017

利息の支払額 △44,907 △34,089

法人税等の支払額 △169,057 △179,522

営業活動によるキャッシュ・フロー 436,257 381,607

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） △800 6,600

有形固定資産の取得による支出 △12,296 △16,375

有形固定資産の売却による収入 3,974 172

無形固定資産の取得による支出 △1,159 －

貸付けによる支出 △240 △160

貸付金の回収による収入 684 880

その他 △10,343 △20,830

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,181 △29,713

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） △170,575 △74,000

長期借入れによる収入 245,000 1,030,000

長期借入金の返済による支出 △447,471 △1,178,760

配当金の支払額 △26,434 △26,656

その他 △730 △950

財務活動によるキャッシュ・フロー △400,211 △250,367

現金及び現金同等物に係る換算差額 807 △2,366

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 16,671 99,160

現金及び現金同等物の期首残高 405,346 422,018

現金及び現金同等物の期末残高 422,018 521,178



   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） 

（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。  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「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。 

 これによる営業利益、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。 

 なお、国内の一部の工場等で土地を賃借しており、土地

賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務

を負っておりますが、当該土地の使用期間が明確でなく、

また、現在のところ移転等の予定もないことから、資産除

去債務を合理的に見積もることができません。そのため当

該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。  

  

（7）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） 

  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

ことにしました。  

  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。 

（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

づく「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）の適用により、「少数株主損益

調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

（8）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） 

────── （役員退職慰労引当金） 

 平成22年６月25日開催の当社定時株主総会において、

取締役及び監査役の役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち

切り支給議案が承認可決されました。これに伴い、当該

役員の退職時までの支払保留額89,617千円については、

固定負債の「その他」に計上しております。 



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） 

※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 

  

※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 

  

     （追加情報） 

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。 

   

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） 

 （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 

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。 

（9）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益  千円263,223

少数株主に係る包括利益  19,559

計  282,783

その他有価証券評価差額金  千円1,697

為替換算調整勘定  5,122

計  6,820

（セグメント情報等）

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  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

営業利益又は営業損失(△）  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



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）  

   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。   

   

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） 

 （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 

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。 

５．会計方針の変更 

      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） 

      （工事契約に関する会計基準）  

   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。   

  

 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。 

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  4,485,444  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

ｃ．海外売上高



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。 

 当社は、本社及び下関工場に生産・販売体制を基礎とした製品・サービス別の事業本部を置き、各事業

本部は、取り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 従って、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「ゴンド

ラ・舞台」及び「海洋関連」の２つを報告セグメントとしております。 

 「ゴンドラ・舞台」は、窓拭き用ゴンドラ、舞台装置の設計・製造販売・据付及び納入製品の保守修理

事業を展開しております。「海洋関連」は、船舶修理、魚礁・浮体式灯標の製作及び船員宿泊事業を展開

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、 近の有価証券報告書（平成22年６月28日）提出

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は、営業利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 

 （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、新築ビル用・既設ビルリフォー

ム用のゴンドラレンタル、産業機械の製造販売及びビル管理事業等を含んでおります。 

ｄ．セグメント情報

  （単位：千円）

  

報告セグメント
その他 
（注） 

合計
ゴンドラ・

 舞台 
海洋関連 計

売上高           

外部顧客への売上高  2,830,007  1,645,164  4,475,171  529,753  5,004,924

セグメント間の内部売上高又は振
替高 

 －  32  32  57,449  57,481

計   2,830,007  1,645,196  4,475,203  587,202  5,062,405

セグメント利益又はセグメント損失

（△） 
 502,385  235,740  738,125  △69,697  668,428

セグメント資産  2,384,234  1,448,466  3,832,700  690,177  4,522,877

その他の項目  

減価償却費  33,537  13,221  46,759  6,892  53,651

有形固定資産の増加額  7,245  219  7,464  14,935  22,400



４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事

項） 

  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（注）全社資産は、主に管理部門に係る資産であります。 

  

（注）有形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額であります。 

  

 （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。 

  （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計  738,125

「その他」の区分の損失  △69,697

セグメント間取引消去  △10,455

全社費用（注）  △262,279

連結財務諸表の営業利益  395,693

  （単位：千円）

資産 金額

報告セグメント計  3,832,700

「その他」の区分の損失  690,177

全社資産（注）  1,116,564

その他の調整額  △535,506

連結財務諸表の資産合計  5,103,935

        （単位：千円）

 その他の項目 報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

 減価償却費   46,759   6,892   2,585   56,237

 有形固定資産の増加額   7,464   14,935   230   22,630



 （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 円203.43

１株当たり当期純利益 円28.65

１株当たり純資産額 円214.28

１株当たり当期純利益 円15.31

 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） 

当期純利益（千円）  257,298  137,462

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）  257,298  137,462

普通株式の期中平均株式数（株）  8,979,441  8,978,395

  
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） 

純資産の部の合計額（千円）  1,862,458  1,956,976

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 35,757  33,202

（うち少数株主持分）   (35,757)  (33,202)

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  1,826,701  1,923,774

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  8,977,842

（重要な後発事象）
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