
独自の固有技術と豊富な経験を活用し、
新規事業の展開と災害防止に貢献してまいります。

　株主の皆さまには、平素から格別の
ご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　ここに、第45期（平成23年4月1日
から平成24年3月31日まで）の事業の
概況につきましてご報告をかね、ご挨
拶申しあげます。
　当連結会計年度におけるわが国の経
済は、上半期においては東日本大震災
の影響で物資の供給が停滞しただけで
なく計画停電などにより経済活動が大
きく阻害されました。また下半期には
補正予算の決定など政府による景気浮
揚政策効果を背景に緩やかな景気の持
ち直し傾向が見られましたが、ヨー
ロッパ金融危機による急激なユーロ安

の影響で世界的な景気減速や、円高の長期化で国際競争力が低下し、企業収益
の悪化が懸念されるなど先行き不安材料が増す中、依然として設備投資や雇
用情勢は低迷する厳しい環境が続きました。
　土木建設業界におきましても、本格的な震災復興の補正予算が発動される
時期が大幅に遅れましたが、漸く年度末近くになって被災地のインフラ復興
および首都圏近郊でも改修・補強工事が増加する傾向にあります。しかし、一
方では全国的に専門労働力が不足状況を呈しつつあり受注競争は一段と激化
し、当社取扱の製商品および工事の利益率が低迷する厳しい状況に推移しま
した。
　このような環境の下、当社グループでは、土木建設を中核の事業分野とし、
ここで培ってきた技術を半導体加工分野に適用し新たにLED基板材料のコア
リングマシン製造販売にも進出しました。また、全国で原子力発電所の停止に
より注目されて来た省エネルギー機器の取扱を強化し、特殊工事についても
検査・診断から施工方法を立案する一貫した提案営業を展開し、受注確保に努
めてまいりました。同時にグループ企業のシナジー効果を高めて新たな市場
を開発してきました。
　この結果、当連結会計年度の売上高は82億12百万円と前連結会計年度に
比べ1億15百万円減（1.4％減）となりました。損益面におきましては、コスト
の上昇を抑制し販売管理費の圧縮に鋭意努力してまいりましたが、売上高の
微減も影響し更に介護事業の損失が加わり、営業損失は1億83百万円（前連結
会計年度は営業損失1億2百万円）、経常損失は1億57百万円（前連結会計年度
は経常損失61百万円）となりました。また、特別損失として減損損失68百万

円を計上したことに加え、繰延税金資産を取崩し法人税等調整額1億4百万円
を計上したことにより、当期純損失は3億70百万円（前連結会計年度は当期純
損失9百万円）となりました。
　今後の我が国の経済は、緩やかながら安定化に向かうものと考えられます。
しかし、土木建設分野に大半の事業を依存する当社としては、公共投資が継続
的に減少し、一方では低価格品への強い要求があり、依然として非常に厳しい
経営環境が続くと思われます。
　このような経済環境の中で、当社グループの早期の黒字化を達成するには、
先ずは売上増と原価低減が必須です。当社においては、地区営業部を縦糸とし
各事業部を横糸としたマトリックス型の組織で目標管理と横の連携を充実し
て目標を達成してまいります。
　この度の震災を機に今後の大規模地震発生の可能性、災害影響予測の研究が
進むにつれ、耐震補強に必要な特殊機器・工法が見直されており、そこに当社の
技術・経験を活用して市場の要求する製品を発売してまいります。全社的な組
織面の機能を活用し、東日本大震災の復興等、市場の要望に適時対応できる適
切な人員を配置し、総合的な受注活動を展開いたします。また、使いやすい低価
格な製品ニーズに対応する為、海外工場を今まで以上に活用してコストダウン
を徹底すると同時に、自社生産比率を高めてまいります。更に、土木建築とは異
なる業種の半導体分野の切削機製造・開発および消耗工具・部品供給の事業展
開を拡充します。
　特殊工事事業では、道路・橋梁・ダム・海洋構築物等を対象に構造物の耐震調
査・診断から解体工法・補強工法の提案など、ニーズに適応した受注体制を強化
し、工事売上の増加を図ります。また鉄鋼関連工事では、引き続き特殊解体工法
をより安全で迅速な工法に進化させ受注拡大を実現する予定です。
　また、建設・生活関連品事業では、仕入れルートの見直しと徹底的な原価低減
を推進すると共により効率的な販売体制に組織再編して販売管理費の圧縮を
図ります。
　連結子会社関連の事業分野では、安定した利益確保を目標とし、グループ企
業群の特性を活かし相互連携を強固なものにします。特に介護事業は高齢者専
用賃貸住宅においてテナントの賃貸誘致に総力をあげ、早期の黒字化を実現し
ます。
　以上の如く、当社グループは抱える課題を着実に克服することにより、売上
の増加と共に販売管理費の削減など固定費を圧縮して、全員が黒字化に向けて
最大限の努力を行ってまいります。
　株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願
い申しあげます。

第45期 株主通信
平成23年4月1日〜平成24年3月31日

取締役社長

吉本 文雄

株主の皆さまへTo Our Shareholders



特殊工事事業

事業区分別売上高
構成比

切削機具事業
33.9％

IT関連事業
4.2％

介護事業
5.9％

工場設備関連事業
6.4％

建設・生活関連品事業
35.3％

特殊工事事業
14.3％

事業区分別売上高等は以下のとおりです。

事業区分 売上高 営業利益 売上高構成比 対前期
売上高増減率

切削機具事業 2,785 百万円 118 百万円 33.9 ％ △� 3.3 ％

特殊工事事業 1,173 16 14.3 △� 4.5

建設・生活関連品事業 2,896 20 35.3 △� 0.3

工場設備関連事業 527 △� 7 6.4 △� 1.9

介護事業 484 △� 33 5.9 13.3

IT関連事業 348 2 4.2 △� 0.4

合　　計 8,212 115 100.0 △� 1.4

（注）�1.上記金額は外部顧客に対する売上高であり、セグメント間の内部売上高は含まれておりません。
　� 2.金額及び比率は、表示単位未満を四捨五入しております。

　首都圏のマンホール耐震化用の消散弁に関しては、
緊急避難道路500kmへの設置が完了し売上が減少し
ました。本年度から半導体加工用のコアリングマシン
と専用ビットの売上が伸び、更に第4四半期より新型ワ
イヤーソーの発売を開始し販売は順調に推移していま
すが、最終的には売上高は27億85百万円（前連結会
計年度比3.3％減）となりました。

　橋梁解体工事、学校耐震工事や耐震補強に伴う工事
は前年比で増加しましたが、鉄鋼構築物解体工事が鉄
鋼関連の設備投資低迷で減少し、更にあと施工アン
カーなどの一般工事も減少したため、売上高は11億
73百万円（前連結会計年度比4.5％減）となりました。
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Segment Review

Financial Highlights

切削機具事業

 事業内容  事業内容
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介護事業

建設・生活関連品事業 工場設備関連事業

IT関連事業

　高齢者専用賃貸住宅の稼働率が上昇し、売上高は
4億84百万円（前連結会計年度比13.3％増）とな
りました。

　OA／家具等の個人消費財の生活関連機器は減少
傾向が続き、新規住宅着工件数の復調と一部企業にお
ける設備投資の増加で、機械工具・住宅関連資材とも売
上が回復しましたが増収までは至らず、売上高は28億
96百万円（前連結会計年度比0.3％減）となりました。

　輸出産業を中心とした民間設備投資の低迷により自
動制御盤・配電盤等の売上が減少し、売上高は5億
27百万円（前連結会計年度比1.9％減）となりました。

　輸出産業の設備投資の減少によりソフト開発受託の
案件は減少しましたが、小規模店舗等で自社開発の
販売管理用パッケージソフトが比較的順調で、売上高
は3億48百万円（前連結会計年度比0.4％減）とな
りました。

デイサービス、ケアプランサービス、介護付有料老人
ホーム、高齢者専用賃貸住宅等の運営・サービス

建設機械・工具全般、建設資材全般、住宅・OA機器、
生活関連機器等の販売および不動産の賃貸

自動制御盤、配電盤、製缶、精密板金加工等の製造
販売

ソフトウェアの受託開発、パッケージソフトの開発販売
および人材派遣

Segment Review

 事業内容

 事業内容  事業内容

 事業内容



当期末
平成24年3月31日現在

前期末
平成23年3月31日現在

流動資産 4,489 4,622
固定資産 6,119 6,200

有形固定資産 5,382 5,471
無形固定資産 61 88
投資その他の資産 676 641

資産合計 10,607 10,821
流動負債 2,976 2,767
固定負債 1,016 1,058
負債合計 3,992 3,825
純資産合計 6,616 6,997
負債・純資産合計 10,607 10,821

当期末
平成24年3月31日現在

前期末
平成23年3月31日現在

流動資産 3,915 3,982
固定資産 6,245 6,330

有形固定資産 5,182 5,292
無形固定資産 45 65
投資その他の資産 1,018 973

資産合計 10,161 10,312
流動負債 2,692 2,486
固定負債 859 884
負債合計 3,550 3,370
純資産合計 6,610 6,942
負債・純資産合計 10,161 10,312

当期
平成23年4月 1 日から
平成24年3月31日まで

前期
平成22年4月 1 日から
平成23年3月31日まで

売上高 8,212 8,327

売上原価 6,455 6,468

売上総利益 1,757 1,859

営業損失（△） △� 183 △� 102

経常損失（△） △� 157 △� 61

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） △� 224 0

当期純損失（△） △� 370 △� 9

当期
平成23年4月 1 日から
平成24年3月31日まで

前期
平成22年4月 1 日から
平成23年3月31日まで

売上高 6,779 7,003

売上原価 5,291 5,387

売上総利益 1,488 1,616

営業損失（△） △� 177 △� 55

経常損失（△） △� 134 △� 29

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△） △� 184 2

当期純利益又は当期純損失（△） △� 314 13

連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

単独損益計算書（要旨） （単位：百万円）

連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

単独貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

（注） 百万円未満の金額は、四捨五入で表示しております。また、合計金額は必ずしも一致しません。

（注） 百万円未満の金額は、四捨五入で表示しております。また、合計金額は必ずしも一致しません。

（注） 南通康賽克半導体工具有限公司は、平成24年4月17日
に設立し連結子会社となっております。

（注） 百万円未満の金額は、四捨五入で表示しております。また、合計金額は必ずしも一致しません。

（注） 百万円未満の金額は、四捨五入で表示しております。また、合計金額は必ずしも一致しません。

社名 株式会社コンセック
 （CONSEC CORPORATION）
本社所在地  広島市西区商工センター 

四丁目6番8号
 TEL（082）277−5451（代表）
設立 昭和42年11月6日
資本金 40億90百万円
従業員数 連結：414名　単独：231名

（平成24年3月31日現在）

ホームページ http://www.consec.co.jp/
連結子会社
祥建企業股份有限公司（台湾・新北市）
北斗電気工業株式会社（広島県呉市）
南通康賽克工程工具有限公司（中国・江蘇省南通市）
南通康賽克半導体工具有限公司（中国・江蘇省南通市）
株式会社サンライフ（広島市西区）
株式会社デンサン（広島市南区）

代表取締役会長 佐々木　秀　隆
取締役社長 吉　本　文　雄
取締役 千　田　　　稔
取締役 福　田　多喜二
取締役 三　中　達　雄
取締役 寺 本 泰 之
常勤監査役 原 田 文 栄
監査役 葊　本　邦　幸
監査役 長　井　紳一郎

支店 東京、大阪
営業所 札幌、仙台、横浜、名古屋、

岡山、広島、高松、福岡、
他21ヶ所

事業所 貿易グループ
工場 広島工場
物流センター 広島配送センター

会社の概要（平成24年6月28日現在） 役　員

ネットワーク

主な事業内容
【切削機具事業】
穿孔・切断機器、ダイヤモンド切削消耗品等の製
造および販売

【特殊工事事業】
アンカー工事、コアーボーリング・カッター工事、
ワイヤーソー工事等

【建設・生活関連品事業】
 建設機械・工具、住宅・OA機器、生活関連機器等
の販売

【工場設備関連事業】
自動制御盤、配電盤等の製造および販売

【介護事業】
デイサービス、ケアプランサービス、介護付有料
老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅

【IT関連事業】
 ソフトウェア受託開発、人材派遣

会社情報

財務諸表

Corporate Profile

Financial Statements



ダイヤモンドワイヤーソー工法とは

その切れ味が
時代を切り拓く。

小型油圧ワイヤーソー

DSM-101A
新開発商品

　このたび、当社では主力機種の小型油圧ワイヤーソーをモデル

チェンジし発売しました。

　従来機種を細部から見直し、約20kgの軽量化を実現しました。

本体駆動部を油圧駆動部と電気駆動部に分割できる分離着脱方式

にすることで、狭い場所や高所での作業性と保守性を向上させま

した。

　また、ダイヤモンドワイヤーの張力調整を行う電動式トルクコン

バーターは前機種同様に内蔵しており、ワイヤーソー本体の不意の

落下を防止する遠心ブレーキを追加して安全面にも配慮しました。

さらに、切断時の位置決めを容易にするためのガイドバースライド

機構を採用し、より扱いやすい機械に進化させました。

　ダイヤモンドワイヤーソーによる切断は、従来のブレードソーによる回転切断とは異なり切断対象物にダイヤモンドワイヤー
を環状に巻き付け高速回転させて、コンクリート構造物を切断する工法です。
　大型鉄筋コンクリート構造物や橋梁、さらに水中構造物、狭い場所や高所にある煙突などの切断、解体に威力を発揮します。
縦・横・斜めなど自在な切断で対象物の形状を選びません。しかも、切断時に騒音、粉じんの発生が少なく振動がほとんどな
いため、病院やホテルなど規制の厳しい現場での切断に有効です。切断時にダイヤモンドワイヤーを冷却するために冷却水を
使用する一般的な「湿式工法」と、冷却水を使用しない環境に配慮した「乾式工法」があり、あらゆる施工現場や条件に対
応できます。



（ご注意）
1．株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設され

ている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証
券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱い出来
ませんのでご注意ください。

2．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が
口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）
にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店でもお取次ぎいたします。

3．未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行全国本支店でお支払いいたします。

広島市西区商工センター四丁目6番8号　TEL（082）277−5451（代表）

外国法人等
1名　4千株
0.0％

個人・その他
1,249名
10,762千株
59.0％

金融商品取引業者
11名　76千株
0.4％

金融機関
11名　2,416千株
13.2％

その他の法人
84名　4,995千株
27.4％

所有者別株式分布状況

1千株未満
296名　86千株　0.5％

10万株以上
1百万株未満
29名　7,684千株
42.1％

1百万株以上
2名　4,701千株
25.8％

1万株以上
10万株未満
154名　3,403千株
18.6％

1千株以上
1万株未満
875名　2,379千株
13.0％

所有株式数別株式分布状況

地域別株式分布状況

北海道
14名　24千株
0.1％

中部地方
128名
328千株
1.8％

国外
1名
4千株
0.0％

近畿地方
216名
943千株
5.2％

中国地方
449名
12,044千株
66.0％

九州地方
46名
123千株
0.7％

東北地方
19名
59千株
0.3％

関東地方
439名
4,446千株
24.4％

四国地方
44名　283千株
1.5％

当社のホームページでは、株主・投資家の皆さまに対して、企業情
報や財務情報について、積極的に情報開示を行っております。当
社をよりご理解いただくためにも、ぜひアクセスしてください。

ホームページアドレス http://www.consec.co.jp/

（注）上記株式分布状況には自己株式（387,022株）を除外しております。

株主名 持株数 持株比率
日 本 鉱 泉 株 式 会 社 2,692,000株 14.7％

佐 々 木 　 秀 　 隆 2,009,000 11.0

コ ン セ ッ ク 従 業 員 持 株 会 805,592 4.4

株 式 会 社 も み じ 銀 行 583,200 3.2

株式会社ライフステージやまと 485,000 2.7

株 式 会 社 損 害 保 険 ジ ャ パ ン 434,000 2.4

山 戸 通 彰 432,000 2.4

岡 田 純 子 327,176 1.8

朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社 314,000 1.7

西 川 物 産 株 式 会 社 310,000 1.7

（注）1．�当社は、自己株式を387,022株保有しておりますが、上記大株主からは除外してお
ります。

　　2．持株比率は自己株式数を控除して計算しております。

●発行可能株式総数
●発行済株式の総数
●株主数

●大株主（上位10名）

28,600,000株
18,640,112株

1,357名

株主メモ

事業年度

期末配当金受領株主確定日

中間配当金受領株主確定日

定時株主総会

株主名簿管理人
特別口座の口座管理機関

同連絡先

上場証券取引所

公告の方法

4月1日から翌年3月31日まで
3月31日
9月30日
毎年6月

三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部
〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
TEL 0120-094-777（通話料無料）
大阪証券取引所 JASDAQ（スタンダード）
電子公告により行う
公告掲載URL http://www.consec.co.jp/

（ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他のやむを
得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。）

株式の状況

ホームページのご案内

株式の状況（平成24年3月31日現在）

Stock Information


