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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第54期

第２四半期連結
累計期間

第55期
第２四半期連結
累計期間

第54期
第２四半期連結
会計期間

第55期
第２四半期連結
会計期間

第54期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
７月１日
至平成20年
９月30日

自平成21年
７月１日
至平成21年
９月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（千円） 2,106,2702,149,3381,164,6841,223,9425,224,574

経常利益（千円） 91,999 144,022 66,794 112,844 391,308

四半期（当期）純利益（千円） 57,915 53,916 56,444 59,031 249,419

純資産額（千円） － － 1,478,7731,655,0511,605,698

総資産額（千円） － － 5,189,5534,837,1305,401,279

１株当たり純資産額（円） － － 159.39 182.08 177.12

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
6.45 6.00

          6.28

　

          6.57

　
27.77

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 27.6 33.8 29.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
   177,460   325,078 － － 314,203

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
22,890 △27,143 － － 37,260

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△215,783△195,327 － － △409,067

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 450,610 510,850 405,346

従業員数（人） － － 295 288 291

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。　

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（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。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 288  

　

(2）提出会社の状況

 平成21年９月30日現在

従業員数（人） 172 　
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　　当第２四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

ゴンドラ・舞台部門（千円） 589,638 116.6

海洋関連部門（千円） 262,043 100.6

その他（千円） 11,892 4.6

合計（千円） 863,573 84.4

 

 

(2）受注状況

　　当第２四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 受注高（千円）
前年同四半期比

（％）
受注残高（千円）

前年同四半期比

（％）

ゴンドラ・舞台部門 634,319 61.8 975,630 72.5

海洋関連部門 286,566 67.8 85,191 49.7

その他 76,422 53.1 87,711 117.2

合計 997,307 62.6 1,148,533 72.1

 

 

(3）販売実績

　　当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

前年同四半期比（％）

ゴンドラ・舞台部門（千円） 856,167 128.3

海洋関連部門（千円） 281,070 105.3

その他（千円） 86,705 37.6

合計（千円） 1,223,942 105.1

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業等のリスク】

　当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が判

断したものであります。

 

（１）業績の状況

　　　　　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や経済対策効果などのプラス要因を背景に、持ち

直しの動きが見られるものの、企業収益は依然厳しい状況にあり、雇用情勢の悪化や世界景気の下振れ懸念など

のリスク要因が混在する状況で推移しました。

　      　建設業界におきましては、企業の景気先行き不透明感は依然強く、設備投資の延期や凍結が続くなか受注競争は

激しさを増し、大変厳しい状況が続きました。　

        　このような状況のもと、当社グループは新規開拓や顧客の掘り起こしなど、積極的な受注活動に努めましたが、

設備投資の低迷による影響は想像以上に大きく、当第２四半期連結会計期間の受注高は997百万円（前年同期比

37.4％減）となりました。一方、売上高は前期の受注残消化により1,223百万円（前年同期比5.1％増）となりま

した。

        　利益面につきましては、さらなるコスト削減や販売費及び一般管理費の合理化を推進した結果、営業利益は132

百万円（前年同期比72.6％増）、経常利益は112百万円（前年同期比68.9％増）となり、四半期純利益は59百万円

（前年同期比4.6％増）となりました。　

　 

　        事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

 

　　　　・ゴンドラ・舞台部門

　　　　　受注高につきましては、設備投資の低迷が大きく影響し、634百万円（前年同期比38.2％減）となりました。

        　売上高につきましては、前期の受注残消化により、856百万円（前年同期比28.3％増）となりました。  

　　　　・海洋関連部門

　　　　　受注高につきましては、ゴンドラ・舞台部門と同様に設備投資の低迷により、286百万円（前年同期比32.2％減）と

なりました。

  売上高につきましては、前年同四半期を僅かに上回り、281百万円(前年同期比5.3％増）となりました。 

　　　　・その他

　　　　　受注高につきましては、設備投資の低迷による影響が極めて大きく、76百万円（前年同期比46.9％減）となりまし

た。

　売上高につきましては、受注と同様に低い水準で推移し、86百万円（前年同期比62.4％減）となりました。

　　　　　　　　　

　　　　　所在地別セグメントの業績は、本邦の売上高の全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載

を省略しております。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

　　　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期連結会計期間末

に比べて194百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末は 510百万円（前年同四半期連結会計期間末は450百万

円）となりました。

　　　　　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）

　　　　　　  営業活動の結果使用した資金は43百万円となりました。これは、当第２四半期連結会計期間において、主として売

上債権の回収が一服し、仕入債務の支払による支出が上回ったことや、利息の支払額の増加があったためで

す。また、前年同四半期連結会計期間との比較では、資金の獲得が116百万円減少しております。

  　　　　（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11百万円となりました。これは、当第２四半期連結会計期間において、有形固定資

産の売却による収入があったものの、有形固定資産の取得による支出や定期預金の預入れによる支出があっ

たためです。また、前年同四半期連結会計期間との比較では、資金の使用が9百万円増加しております。

 　　　　 （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139百万円となりました。これは、当第２四半期連結会計期間において、主として

借入金の借入による収入があったものの、返済による支出が上回ったためです。また、前年同四半期連結会計

期間との比較では、資金の使用が13百万円減少しております。
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　　（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　　　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

　　　　　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法

施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

 

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続について

 　　　１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定

の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・

向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付

提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

　ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができ

ない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社

グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために

必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

　そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、

必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

２．基本方針の実現に資する取組みについて

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

ため、安全性、高機能、使い易さに焦点を当てた製品づくりで、より快適な社会の実現を目指しております。それ

には常に顧客の満足度を志向し、品質向上の継続的改善に努め、積極的に新技術に挑戦することを図っており

ます。

　当社の企業集団は、当社及び連結子会社４社、㈱サンセイエンタープライズ、上海西飛三精機械有限公司、サン

セイゴンドラレンタリース㈱、サンセイゴンドラ㈱で構成されております。

　当企業集団は、ゴンドラ・舞台部門として窓拭き用ゴンドラ、舞台装置の設計、製造販売、据付等を、海洋関連

部門として船舶修理等を主たる事業内容とし、その他関連の仮設ゴンドラのレンタル等、各種事業を展開して

おります。

 

ゴンドラ・舞台部門

・ゴンドラについては、中高層ビルの窓を清掃する時に使うワッシングゴンドラの大手メーカーであり、業界

トップレベルの技術力と豊富な納入実績を誇ります。

ゴンドラには、有人型ゴンドラのほか、各種自動ゴンドラ、クレーン機能付ゴンドラ、特殊型ゴンドラなど、あ

らゆるニーズにお応えできるよう製品ラインナップは多彩を極めております。

一方で、ゴンドラは屋外という、最も過酷な条件にさらされているため、ゴンドラをいつでも安全な状態でご

使用いただくため、納入時から長期的な視野に立ってメンテナンスプランを立案し、徹底したメンテナンス

サービスで安全を維持しています。

・舞台装置については、当社の提供する利用形態を拘束しないフレキシブルな舞台機構システムは、瞬時性と

意外性を備え、空間容積の変更をも可能にし、このダイナミズムが単に多目的というのではなく、文化・ス

ポーツ・ビジネス空間として、利用価値の高い新しい空間を創造しております。

海洋関連部門

・船舶修理については、海上保安庁等の官公庁船の定期・中間検査及び修理物件等で実績を上げております。

・船舶修理以外については、魚礁を手掛けており、従来の鋼製魚礁に加えて、国内では初めての藻や貝が付着し

やすく魚が住み着きやすい間伐材と廃棄ガラス瓶をリサイクル使用した「ハイブリッド型間伐材魚礁」を

開発し、獲る漁業から育てる漁業の一翼を担い、また、良き海の環境と漁業資源を守り続ける人工魚礁はます

ます重要なものとなってきております。

仮設ゴンドラのレンタル事業

・レンタルゴンドラは、高層ビルの建設工事現場や既存ビルのリフォーム工事のほか、ゴンドラ設備のないビ

ル、工業プラント、備蓄タンクや橋梁などあらゆる高所作業現場で活躍し、作業の効率化安全確保、経済的な

施工に大きく役立っております。

レンタルゴンドラについては、徹底した点検、整備を行い、安全サービス面においても万全を期しています。

EDINET提出書類

サンセイ株式会社(E01704)

四半期報告書

 6/34



　また、平成12年11月に品質マネジメントシステムの国際規格「ＩＳＯ９００１」の認証を取得し、平成14年

11月に「ＩＳＯ９００１」1994年度版から「ＩＳＯ９００１」2000年度版への移行とサービス部門である

保守グループにおいて追加の認証を取得しております。さらに、平成21年11月には「ＩＳＯ９００１」2008

年度版への移行を予定しており、品質マネジメントの向上を図っております。

　上述した創業以来の取組みの積み重ねが現在の企業価値の源泉になっていると考えておりますが、より一層

の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に引続き以下の取組みを進めてまいります。

(1）中長期的な会社の経営戦略

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

指針を次のとおり定めております。

①　常に顧客の満足度を志向する。

１．顧客要求のフィードバック体制の維持・拡大　２．製品ラインナップの見直し

②　品質向上の継続的改善に努める。

１．安全性の絶対確保　２．不適合・苦情の撲滅　３．コストダウンの推進

③　積極的に新技術に挑戦する。

１．社外で開発される新技術の情報収集体制の構築　２．新製品、新機構の開発

(2）会社の対処すべき課題の取組み

　当社グループが対処すべき当面の課題としては、①ＩＳＯ９００１－2008年版への移行②魚礁の市場開拓

③海外市場④一般産業機械の販売⑤ゴンドラレンタル事業機材の充実への取組みの実施であります。

①　平成21年11月に2000年度版から2008年度版へ移行予定です。

②　魚礁市場の全国展開は継続案件です。

③　海外市場を調査し新製品・新たなサービスの提供を含む展開を図ります。

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

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

を図ります。

(3）コーポレート・ガバナンスの強化、ＣＳＲへの取組み

　当社はコンプライアンスの精神を重んじて、誠実に会社情報の適時開示に努めることにより広く社会に信

頼される企業を目指しております。

　コーポレート・ガバナンスにつきましては当社の業種業態、規模などを勘案して委員会制度よりも監査役

制度での監査強化を図ることとしております。

　また、執行役員制度により経営戦略機能と業務執行機能を明確に分離するとともに、経営の意思決定と業務

執行において、迅速性・効率性・適法性・透明性の高い経営を目指し、それぞれの職務執行を取締役、執行役

員、監査役及びすべての社員がコンプライアンスの高い経営を実践することを、コーポレート・ガバナンス

の基本的な方針としております。

　引続きコーポレート・ガバナンスの強化を経営上の最重要課題と認識し、さらなる強化により、経営の効率

性を高め、株主の皆様にとっての企業価値の向上を図っていきます。

　また、当社は社会の一員として健全な事業活動を通じて、社会との調和を図りながらステークホルダーの期

待に応え、積極的に企業の社会的責任を果たしていきます。

３．本プラン継続の目的

　当社取締役会は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様

が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、ならびに大規模買付行為を行おうとする者との交渉

の機会を確保するために、本プランを継続することといたしました。

　本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定すると

ともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生す

る可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

　なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、当社社

外監査役、または社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者

またはこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会

（以下「独立委員会」といいます。）の勧告を最大限尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行う

ことにより透明性を確保することとしています。

　なお、当社は現時点において当社株式等の大規模買付行為に係る提案を受けているわけではありません。
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　　　　４．本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ　　

　　　　　　とを防止するための取組み）

(1）本プランに係る手続き

①　対象となる大規模買付等

　本プランは以下の（ⅰ）または（ⅱ）に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為（ただ

し、当社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなさ

れる場合を適用対象とします。大規模買付等を行い、または行おうとする者（以下「買付者等」といいま

す。）は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。

（ⅰ）　当社が発行者である株式等１について、保有者２の株式等保有割合３が20％以上となる買付け

（ⅱ）　当社が発行者である株式等４について、公開買付け５に係る株式等の株式等所有割合６及びその特

別関係者７の株式等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

②　「意向表明書」の当社への事前提出

　買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模

買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明

書」といいます。）を当社の定める書式により提出していただきます。

　具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。

（ⅰ）　買付者等の概要

(イ）氏名または名称及び住所または所在地

(ロ）代表者の役職及び氏名

(ハ）会社等の目的及び事業の内容

(ニ）大株主または大口出資者（所有株式または出資割合上位10名）の概要

(ホ）国内連絡先

(ヘ）設立準拠法

（ⅱ）　買付者等が現に保有する当社の株式等の数、及び、意向表明書提出前60日間における買付者等の当

社の株式等の取引状況

（ⅲ）　買付者等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の

株式等の種類及び数、ならびに大規模買付等の目的（支配権取得若しくは経営参加、純投資若しく

は政策投資、大規模買付等の後の当社の株式等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等８その他

の目的がある場合には、その旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していた

だきます。）を含みます。）

③　「本必要情報」の提供

　上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当

社に対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情

報」といいます。）を提供していただきます。

　まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日９（初日不算入）

以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を上記②（ⅰ）(ホ）の国内連絡先に

発送いたしますので、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただ

きます。

　また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、大規模買付等の内容及び

態様等に照らして、株主の皆様のご判断及び当社取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取

締役会が合理的に判断する場合には、当社取締役会が別途請求する追加の情報を買付者等から提供してい

ただきます。

　なお、大規模買付等の内容及びに態様等にもかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情

報リスト」の一部に含まれるものとします。

（ⅰ）　買付者等及びそのグループ（共同保有者10、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構

成員を含みます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴

等を含みます。）

（ⅱ）　大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容

（経営参画の意思の有無、大規模買付等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引

の仕組み、買付予定の株式等の数及び買付等を行った後における株式等所有割合、大規模買付等の

方法の適法性を含みます。）
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（ⅲ）　大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買

付等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を

聴取した場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに

至った経緯を含みます。）

（ⅳ）　大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方

法及び関連する取引の内容を含みます。）

（ⅴ）　大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内

容及び当該第三者の概要

（ⅵ）　買付者が既に保有する当社の株式等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の

重要な契約または取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契

約の相手方及び契約の対象となっている株式等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

（ⅶ）　買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株式等に関し担保契約等の締結その他第

三者との間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象

となっている株式等の数量等の当該合意の具体的内容

（ⅷ）　大規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

（ⅸ）　大規模買付等の後における当社の従業員、労働組合、取引先、顧客及び地域社会その他の当社に係

る利害関係者の処遇等の方針

（ⅹ）　当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

　なお、当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実とその概要及び本必要情報の概

要その他の情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断す

る時点で開示いたします。

　当社取締役会は、買付者等より提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供し、独立委員会は、提供され

た内容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、取締役会を通して、買付者等に対して、本必

要情報を追加的に提出するよう求めることがあります。

　当社取締役会及び独立委員会が、買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、

当社取締役会は、その旨を買付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速や

かにその旨を開示いたします。

④　取締役会評価期間の設定等

　当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、大規模買付等の評価の難易度等に応じて、以下の（ⅰ）

または（ⅱ）の期間（いずれも初日不算入）を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替

案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。

（ⅰ）対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式等を対象とする公開買付けの場合に

は60日間

（ⅱ）その他の大規模買付等の場合には90日間

　ただし、上記（ⅰ）（ⅱ）いずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合には延長

できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長期間が必要とされる理由を買付者等に通知す

るとともに株主の皆様に開示いたします。また、延長の期間は最大30日間とします。

　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付

者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検

討等を通じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知す

るとともに、適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模

買付等に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するこ

ともあります。
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⑤　対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

　独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替

案立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行

うものとします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するよ

うになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立

した第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントそ

の他の専門家を含みます。）の助言を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に

対して以下の（ⅰ）または（ⅱ）に定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその

概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示いたします。

（ⅰ）独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合

　独立委員会は、買付者等が上記②から④までに規定する手続きを遵守しなかった場合、または買付者

等による大規模買付等が専ら買付者等の短期的な利得のみを目的とするものである等、当社の企業価

値・株主共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合には、当社取締役会に対して、対抗

措置の発動を勧告します。なお、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうと認められる類型

に該当すると判断される場合には、原則として、当該大規模買付等は当社の企業価値・株主共同の利

益を著しく損なうものであると認められる場合に該当するものとします。

（ⅱ）独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合

　（ⅰ）に定める場合を除き、独立委員会は、当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告します。

⑥　取締役会の決議

　当社取締役会は、⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、かかる勧告を踏まえて当社の

企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を

行うものとします。

　当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問

わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

⑦　対抗措置の中止または発動の停止

　当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、（ⅰ）買

付者等が大規模買付等を中止した場合または（ⅱ）対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事

実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から発動した対

抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員会の

勧告に基づき、または勧告の有無若しくは勧告の内容にかかわらず、対抗措置の中止または発動の停止を

行うものとします。

　当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断す

る事項について、情報開示を行います。

⑧　大規模買付等の開始

　買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、大規模買付等の提案以降、⑥記載の当

社取締役会の決議を開示するまでは、大規模買付等を開始することはできないものとします。

(2）本プランにおける対抗措置の具体的内容

　当社取締役会が上記(1）⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権（以

下「本新株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社

の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には当該その他の対抗措置

を用いることもあります。

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、上記(1）⑦に記載のとおり、対抗

措置の中止または発動の停止を決定することがあります。例えば、対抗措置として当社取締役会が本新株予

約権の無償割当てを決議した場合において、買付者等が大規模買付等を中止し、当社取締役会が上記(1）⑦

に記載の決議を行った場合には、本新株予約権の無償割当てについて設定した基準日に係る権利落ち日の前

日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権の無償割当ての効力発生日以後本新株

予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株予約権を取得する等の方法で、対抗措

置の発動を停止することができるものとします。
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(3）本プランの有効期間、廃止及び変更

　本プランの有効期間は、平成23年６月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。

　ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議が

なされた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社

の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本

プランはその時点で廃止されるものとします。

　なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令若しくは金融商品取引所規則の変更またはこ

れらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で独立委員会

の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。

　当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実及び（変更の場合には）変

更内容その他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

５．本プランの合理性

(1）買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保ま

たは向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の

原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を全て充足しています。

(2）当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、上記３．に記載のとおり、当社株券等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付

等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情

報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業

価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

(3）株主意思を重視するものであること

　本プランは、上記４．(3）に記載のとおり、本定時株主総会においてご承認いただいた場合におきまして

も、その後の当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該

決議に従い変更または廃止されることになります。従いまして、本プランの導入及び廃止には、株主の皆様の

ご意思が十分反映される仕組みとなっています。

(4）独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　当社は、本プランの継続に当たり、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本

プランの運用に関する決議及び勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置します。

　独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外監査役または社外の有識者（実

績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者等）から選任される委員３名によ

り構成されます。

　また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行うこととし、当社の

企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

(5）合理的な客観的発動要件の設定

　本プランは、上記４．(1）に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されない

ように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

(6）デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではないこと

　上記４．(3）に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役（任期２年）で構成される

取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド

型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではあり

ません。

　また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成の交代を一度

に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。
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６．株主の皆様への影響

(1）本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響

　本プランの継続時には、本新株予約権の発行自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主及

び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えること

はありません。

　なお、前述の４．(1）に記載のとおり、買付者等が本プランを遵守するか否か等により当該買付行為に対す

る当社の対応方針が異なりますので、株主及び投資家の皆様におかれましては、買付者等の動向にご注意く

ださい。

(2）本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響

　当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定める割当て期

日における株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権

１個を上限とした割合で、本新株予約権が無償にて割当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無

償割当て時においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じ

るものの保有する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式１株当たりの議決権の希釈化

は生じないことから、株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接

具体的な影響を与えることは想定しておりません。

　ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的利益に何ら

かの影響が生じる場合があります。 

　なお、当社取締役会が、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記４．(1）⑦に記載の

手続き等に従い当社取締役会が発動した対抗措置の中止または発動の停止を決定した場合には、当社株式の

株価に相応の変動が生じる可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定

した後において、当社が対抗措置の発動の停止を実施し本新株予約権を無償取得して新株を交付しない場合

には、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるた

め、当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株

価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。

　また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得に際して、

買付者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外

の株主及び投資者の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与

えることは想定しておりません。

(3）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き

　本新株予約権の割当て期日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様は、当該新株予約

権の無償割当ての効力発生日において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。

　また、株主の皆様には、新株の取得のために所定の期間内に本新株予約権を行使していただく必要が生じる

可能性があります。（その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。）

　以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償

割当てに関する当社取締役会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令及び金

融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので当該開示または通知の内容をご

確認ください。  
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１　金融商品取引法第27条の23第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下別段の定めがない限り

同じとします。なお、本プランにおいて引用される法令等に改正（法令名の変更や旧法令等を継承する新法令

等の制定を含みます。）があった場合には、本プランにおいて引用される法令等の各条項は、当社取締役会が別

途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項を実質的に継承する法令等の各条項に読み

替えられるものとします。

２　金融商品取引法第27条の23第１項に規定される保有者をいい、同条第３項に基づき保有者に含まれる者を含みま

す。以下同じとします。

３　金融商品取引法第27条の23第４項に規定される「株券等保有割合」を意味するものとします。以下同じとしま

す。

４　金融商品取引法第27条の２第１項に規定される「株券等」を意味するものとします。以下（ⅱ）において同じと

します。

５　金融商品取引法第27条の２第６項に定義されます。以下同じとします。

６　金融商品取引法第27条の２第８項に規定される「株券等所有割合」を意味するものとします。以下同じとしま

す。

７　金融商品取引法第27条の２第７項に定義される特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げる者について

は、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きます。

以下同じとします。

８　金融商品取引法第27条の26第１項、金融商品取引法施行令第14条の８の２第１項、及び株券等の大量保有の状況

の開示に関する内閣府令第16条に規定される重要提案行為等をいいます。以下別段の定めがない限り同じとし

ます。

９　営業日とは、行政機関の休日に関する法律第１条第１項各号に掲げる日以外の日をいいます。以下同じとします。

10　金融商品取引法第27条の23第５項に定義される共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる

と当社取締役会が認めた者を含みます。以下同じとします。

 

　　（４）研究開発活動

　　　　　　特記事項はありません。

 

　　（５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　　　　　当社を取り巻く事業環境は、世界的な金融市場の混乱や原油価格の高騰等による物価上昇、原材料の高騰で当社の主

力製品の原価の見直しを迫られている経済環境であります。

　このような状況のなかで当社は従来より経営基盤の強化に取り組んでまいりましたが、今後は新しい段階へス

テップアップを目指す時期に来たと考えております。

　当連結会計年度につきましては、今まで実行してきました既存事業の強化と財務体質の改善による体力づくり

の総仕上げとともに、維持・発展のための先行投資を検討・実施する予定でおります。

　事業別としては、ゴンドラ・舞台装置部門では引続きコストダウンと客先ニーズに応える新機種・新技術の開

発及び上海西飛三精機械有限公司（連結子会社）との連携強化による市場開拓を図ります。

　保守部門では予防安全を更に推進する保守マニュアルの整備と適正人員配置による修理需要の掘り起しを実行

いたします。

　船舶修理部門では既存顧客の定着化と同時に、新規顧客の開拓と陸上部門との連携による仕事量の確保を行い

ます。

　また、スタッフ部門は内部統制等、今後増大する業務を処理できるように、各業務の見直し・合理化を行う所存

であります。

EDINET提出書類

サンセイ株式会社(E01704)

四半期報告書

13/34



 　　（６）財政状態に関する分析

　　　　　①資産・負債・資本の状況

　　　　　（連結財政状態）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）　

増　減

　総資産額（百万円） 4,837 5,401 △564

　純資産額（百万円） 1,655 1,605 49

　自己資本比率（％） 33.8 29.4    　   　        4.4  

　１株当たり純資産額（円） 182.08 177.12 4.96

　　

　総資産は、前連結会計年度末に比べ564百万円減少して4,837百万円となりました。これは当第２四半期連結会計期間

末において、売上債権の回収によって獲得した資金を仕入債務及び借入金の支払に充当したためです。

　また、純資産は、期末配当金等の支払もありましたが、四半期純利益の計上及び評価・換算差額の増加により、前連結

会計年度末に比べ49百万円増加の1,655百万円となりました。この結果、１株当たり純資産額は、前連結会計年度末に

比べ4.96円増加して182.08円となり、自己資本比率は前連結会計年度末の29.4%から33.8%に上昇いたしました。

　　　

　　　　　②キャッシュ・フローの指標のトレンド

 
第53期

（平成20年３月31日）
第54期

（平成21年３月31日）
第55期第２四半期
（平成21年９月30日）

　株主資本比率（％） 24.1 29.2 33.1

　時価ベースの株主資本比率（％） 15.0 12.8 16.2

　インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.5 4.8 14.1

　　　（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

　　　　　　　　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．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。

 

　　（７）経営者の問題認識と今後の方針について

　　　　　当社グループの取締役は、会社の経営の基本方針である「当社は昭和31年の創業以来、ビル用ゴンドラと舞台装置の

パイオニアとして多彩な社会ニーズにお応えするため、安全性、高機能、使い易さに焦点をあてた製品づくりで、

より快適な社会の実現を目指しております。それには常に顧客の満足度を志向し、品質向上の継続的改善に努め、

積極的に新技術に挑戦することに努めております。」のもと、法令、定款、社会倫理の遵守を全ての行動基準、意思

決定基準に率先して実践ならびに啓蒙し、適正な職務執行を行うことを確認しながら、当社の経営課題及び経営

問題等を常に意識して、その課題の達成や問題の解決に企業倫理をもって取り組んでおります。

 

　　　　　当社グループの中長期的な会社の経営方針は、受注競争力の強化、設計・製造の強化を経営改革の課題とし、中期経

営計画において品質重視の展開指針を次のとおり定めております。

　　　　①常に顧客の満足度を志向する。

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

　　　　②品質向上の継続的改善に努める。

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

　　　　③積極的に新技術に挑戦する。

　　　　　１．社外で開発される新技術の情報収集体制の構築　２．新製品、新機構の開発
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 30,000,000

計 30,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成21年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 8,987,700 8,987,700
㈱大阪証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株　

計 8,987,700 8,987,700 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

 

（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成21年７月１日～

平成21年９月30日　
― 8,987,700 ― 890,437 ― 104,015
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（５）【大株主の状況】

 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社マルハニチロ水産 東京都千代田区大手町一丁目１番２号 1,200 13.36

小嶋　敦 兵庫県川西市 697 7.76

和田　秀樹 大阪府岸和田市 283 3.15

サンセイ従業員持株会 大阪市淀川区西宮原一丁目６番２号 192 2.14

石井　秀明 千葉県柏市 187 2.08

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 183 2.04

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜二丁目４番６号 171 1.90

小嶋　悦子 大阪府豊中市 170 1.89

西村　宗一郎 大阪府貝塚市 164 1.84

小嶋　政吉 大阪府豊中市 153 1.70

計 － 3,401 37.88
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（６）【議決権の状況】

　　　①【発行済株式】

 平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　8,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　8,974,000 8,974 －

単元未満株式 普通株式　　　5,700 － －

発行済株式総数 　　　　8,987,700 － －

総株主の議決権 － 8,974 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれており　

　　　　　ます。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれておりま　　　　　

　　　　　す。　　

　　　　 

②【自己株式等】

 平成21年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

サンセイ株式会社
大阪市淀川区西宮

原一丁目６番２号
8,000 － 8,000 0.09

計 － 8,000 － 8,000 0.09

 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
４月

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 81 96 109 103 112 130

最低（円） 73 75 93 92 95 85

　（注）　最高・最低株価は、（株）大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から

平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第２四半期連結会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30

日まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツと

なっております。 
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 539,701 416,846

受取手形及び売掛金 908,053 1,633,131

仕掛品 ※3
 403,396 304,840

原材料及び貯蔵品 72,306 80,207

繰延税金資産 52,265 66,044

その他 46,970 56,677

貸倒引当金 △4,980 △5,246

流動資産合計 2,017,712 2,552,502

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 487,769 499,897

機械装置及び運搬具（純額） 50,700 52,691

土地 1,900,031 1,900,031

リース資産（純額） 4,367 4,806

その他（純額） 40,678 48,936

有形固定資産合計 ※1
 2,483,547

※1
 2,506,363

無形固定資産 163,524 156,782

投資その他の資産

投資有価証券 34,316 33,564

繰延税金資産 13,220 24,344

その他 142,718 145,556

貸倒引当金 △17,909 △17,834

投資その他の資産合計 172,345 185,630

固定資産合計 2,819,417 2,848,776

資産合計 4,837,130 5,401,279
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 593,417 929,728

短期借入金 1,446,983 742,384

リース債務 821 730

未払法人税等 68,659 109,897

賞与引当金 61,291 62,671

受注損失引当金 － ※2
 73,473

工事損失引当金 ※3
 53,314 －

その他 218,048 279,944

流動負債合計 2,442,536 2,198,830

固定負債

長期借入金 430,720 1,295,884

リース債務 3,896 4,091

退職給付引当金 209,424 204,592

役員退職慰労引当金 95,447 91,867

その他 52 315

固定負債合計 739,542 1,596,751

負債合計 3,182,078 3,795,581

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 609,400 582,423

自己株式 △902 △902

株主資本合計 1,602,951 1,575,974

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,007 4,511

為替換算調整勘定 27,038 9,930

評価・換算差額等合計 32,045 14,442

少数株主持分 20,054 15,281

純資産合計 1,655,051 1,605,698

負債純資産合計 4,837,130 5,401,279
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 2,106,270 2,149,338

売上原価 1,619,692 1,614,347

売上総利益 486,578 534,990

販売費及び一般管理費

役員報酬 38,916 39,057

給料及び手当 167,413 148,889

賞与引当金繰入額 14,057 13,504

退職給付費用 12,943 8,603

役員退職慰労引当金繰入額 3,580 3,580

減価償却費 6,111 5,395

その他 152,463 138,654

販売費及び一般管理費合計 395,485 357,685

営業利益 91,092 177,304

営業外収益

受取利息 618 726

受取配当金 386 344

保険解約返戻金 － 3,861

為替差益 30,054 －

その他 8,681 7,456

営業外収益合計 39,741 12,388

営業外費用

支払利息 37,437 24,740

為替差損 － 19,406

その他 1,396 1,523

営業外費用合計 38,834 45,670

経常利益 91,999 144,022

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,022 242

固定資産売却益 524 －

特別利益合計 1,546 242

特別損失

固定資産除売却損 34 244

特別損失合計 34 244

税金等調整前四半期純利益 93,511 144,019

法人税、住民税及び事業税 53,053 63,583

法人税等調整額 △12,829 29,079

法人税等合計 40,223 92,662

少数株主損失（△） △4,627 △2,558

四半期純利益 57,915 53,916
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

売上高 1,164,684 1,223,942

売上原価 887,710 913,613

売上総利益 276,974 310,329

販売費及び一般管理費

役員報酬 19,458 19,599

給料及び手当 88,339 76,792

賞与引当金繰入額 4,628 1,402

退職給付費用 5,112 4,804

役員退職慰労引当金繰入額 2,090 1,790

減価償却費 3,084 2,792

貸倒引当金繰入額 3,282 58

その他 74,417 70,916

販売費及び一般管理費合計 200,413 178,156

営業利益 76,560 132,172

営業外収益

受取利息 481 664

受取配当金 42 40

為替差益 4,867 －

その他 5,849 5,289

営業外収益合計 11,240 5,994

営業外費用

支払利息 19,768 11,351

為替差損 － 12,845

その他 1,238 1,125

営業外費用合計 21,007 25,322

経常利益 66,794 112,844

特別損失

固定資産除売却損 － 244

特別損失合計 － 244

税金等調整前四半期純利益 66,794 112,599

法人税、住民税及び事業税 26,830 10,241

法人税等調整額 △13,037 40,015

法人税等合計 13,793 50,257

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,443 3,311

四半期純利益 56,444 59,031
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 93,511 144,019

減価償却費 40,328 34,187

受注損失引当金の増減額（△は減少） 78,666 △73,473

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 53,314

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,855 4,832

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,580 3,580

受取利息及び受取配当金 △1,005 △1,070

支払利息 37,437 24,740

為替差損益（△は益） △28,389 18,053

有形固定資産売却損益（△は益） △489 244

売上債権の増減額（△は増加） 655,786 723,730

たな卸資産の増減額（△は増加） △227,050 △85,736

仕入債務の増減額（△は減少） △124,753 △331,400

その他 △182,757 △58,605

小計 350,720 456,416

利息及び配当金の受取額 1,086 1,019

利息の支払額 △29,234 △22,975

法人税等の支払額 △145,112 △109,382

営業活動によるキャッシュ・フロー 177,460 325,078

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加） △900 △300

有形固定資産の取得による支出 △16,458 △10,439

有形固定資産の売却による収入 1,207 2,228

無形固定資産の取得による支出 － △1,159

貸付けによる支出 △30 △20

貸付金の回収による収入 15,396 406

その他 23,675 △17,858

投資活動によるキャッシュ・フロー 22,890 △27,143

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） 9,826 △158,507

長期借入れによる収入 11,700 200,000

長期借入金の返済による支出 △210,842 △210,206

配当金の支払額 △26,195 △26,256

その他 △271 △356

財務活動によるキャッシュ・フロー △215,783 △195,327

現金及び現金同等物に係る換算差額 102 2,896

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,331 105,503

現金及び現金同等物の期首残高 465,941 405,346

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 450,610

※
 510,850
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１．会計処理基準に関する事項の変更 （１）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）を第１四半

期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約か

ら、当第２四半期連結会計期間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、当第２四半期連結累計期間の売上高は37,062千円増加し、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3,463千円減少して

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、前第２四半期連結会計期間にお

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、当第２

四半期連結会計期間では「工事損失引当金」として表示しております。

 

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
　（自　平成21年４月１日
    　至　平成21年９月30日）

（四半期連結損益計算書関係）

　前第２四半期連結累計期間において、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20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。

　なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「保険解約返戻金」は7千円であります。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 1,555,488千円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 1,533,251千円

　　　　　　　　　　　――――

　

　

※３　　損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と工事

損失引当金は、相殺せず両建てで表示しております。

　　　　損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産の

うち、工事損失引当金に対応する額は仕掛品5,703千

円であります。　

※２　　受注損失に係る将来の損失見込額については、第

　　　１四半期連結会計期間より受注損失引当金として区

　　　分掲記しております。

――――─

　

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲載されている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲載されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

（千円）

（平成21年９月30日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 493,100

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △42,490

現金及び現金同等物 450,610

 

現金及び預金勘定 539,701

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △28,851

現金及び現金同等物 510,850

 

 

（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　

平成21年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式 8,987,700株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式 8,259株

 

３．配当に関する事項

　配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 26,938 3.00平成21年３月31日平成21年６月29日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日  至 平成20年９月30日）

 
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）

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高
667,147266,815230,7221,164,684 － 1,164,684

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ － 13,126 13,126 (13,126) －

計 667,147266,815243,8481,177,811(13,126) 1,164,684

営業利益 117,228 16,811 26,620 160,660(84,099) 76,560

 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日  至 平成21年９月30日）

 
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）

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高
856,167281,070 86,7051,223,942 － 1,223,942

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ 126 45,190 45,316 (45,316) －

計 856,167281,196131,8951,269,259(45,316) 1,223,942

営業利益 174,958 24,502 6,204 205,665(73,493) 132,172

　

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日）

 
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）

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高
1,136,315573,321396,6332,106,270 － 2,106,270

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ － 23,679 23,679 (23,679) －

計 1,136,315573,321420,3122,129,949(23,679) 2,106,270

営業利益 192,680 50,653 6,587 249,921(158,828) 91,092
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30日）

 
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）

売上高       

(1）外部顧客に対する

売上高
1,365,808587,329196,1992,149,338 － 2,149,338

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ 153 59,506 59,660 (59,660) －

計 1,365,808587,483255,7062,208,998(59,660) 2,149,338

　　営業利益又は

　　営業損失（△）
236,838 93,654△11,154 319,338(142,033) 177,304

　（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、漁礁・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、建物の設備機械及び建具建材の販売

３．会計処理の方法の変更

　　前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日）

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　第１四半期連結会計期間より「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）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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、ゴンド

　　ラ・舞台部門で39,099千円、その他部門で1,015千円、それぞれ減少しております。　

　　

    当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30日）

　　（工事契約に関する会計基準）

　　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会

　　計期間より「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・舞台部門で売上高が37,062千円増加し、

　　営業利益が3,463千円減少しております。

４．追加情報

　　前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日）

　（有形固定資産の耐用年数の変更）　

　　当社及び国内連結子会社は機械装置の耐用年数を12～15年としておりましたが、平成20年度の法人税法改

　正を契機に機械装置の耐用年数を見直したことに伴い、第１四半期連結会計期間より９～10年に変更してお

　ります。

　　　なお、当該変更が各セグメントの営業利益に与える影響は軽微であります。
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【所在地別セグメント情報】

　　前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日　至 平成20年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年４月１日  至 平成20年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

 

　　当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日　至 平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

　

【海外売上高】

　　　　　　前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日　至 平成20年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間（自 

平成20年４月１日  至 平成20年９月30日）

　海外売上高の合計が連結売上高の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。

 

　　　　　　当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日　至 平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 

平成21年４月１日  至 平成21年９月30日）

　海外売上高の合計が連結売上高の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。

 

（有価証券関係）

　有価証券の当第２四半期連結会計期間末の貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して

著しい変動が認められないため、記載しておりません。

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 182.08円 １株当たり純資産額 177.12円

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
当第２四半期連結会計期間末
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 1,655,051 1,605,698

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） 20,054 15,281

（うち少数株主持分） (20,054) (15,281)

普通株式に係る四半期連結会計期間末（連結会計年

度末）の純資産額（千円）
1,634,997 1,590,416

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期連結

会計期間末（連結会計年度末）の普通株式の数

（株）

8,979,441 8,979,441

 

２．１株当たり四半期純利益金額

前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 6.45円

　　なお、潜在株式調整後１株当たり四半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株当たり四半期純利益金額 6.00円

　　なお、潜在株式調整後１株当たり四半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）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円） 57,915 53,916

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 57,915 53,916

普通株式の期中平均株式数（株） 8,983,947 8,979,441

 

前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   6.28円

　　なお、潜在株式調整後１株当たり四半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株当たり四半期純利益金額   6.57円

　　なお、潜在株式調整後１株当たり四半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）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額   

四半期純利益（千円）  56,444  59,031

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 56,444 59,031

普通株式の期中平均株式数（株） 8,983,261 8,979,441
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

  
平成20年11月10日 

　

サンセイ株式会社   

取締役会　御中   

 

  監査法人トーマツ　  

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 中西　清　　　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士  松尾　雅芳　　印

 

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサンセイ株式会社の

平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サンセイ株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は、当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

  
平成21年11月９日 

　

サンセイ株式会社   

取締役会　御中   

 

  有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 中西　清　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士  松尾　雅芳　　印

 

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているサンセイ株式会社の

平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年

９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、サンセイ株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は、当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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