
株主の皆さまへ To Our Shareholders

土木・建設分野の切削技術関連事業を経営の機軸として、
新規事業にも取り組み、持続可能な多角的展開を図ります。

　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。
　このたびの東日本大震災により被災さ
れた皆さまには心からお見舞い申しあげ
ますとともに、一日も早い復興をお祈り
申しあげます。
　ここに、第44期（平成22年4月1日
から平成23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我が国の経済
は、期首より緩やかな回復局面に入り政
府の景気刺激策による消費の底上げ効果

などで一時は景気に明るさが見られたものの、為替が依然として不安定
であり、雇用情勢の厳しさから個人消費は本格回復に至らず、景気の先
行きは不透明な状況で推移いたしました。土木建設業界におきましても、
民間設備投資の低迷、公共投資の減少並びに受注競争の激化などにより、
引き続き厳しい経営環境が続きました。加えて、東日本大震災の影響で
全国レベルの経済活動が抑制され、売上高の期末追込みを十分に実行で
きませんでした。
　このような環境の中、当社グループは公共施設や橋梁等の耐震補強工
事の需要獲得に努めた結果、切削機具事業では既存マンホールの耐震化
に必要な消散弁や専用コアドリル等の売上が伸び、特殊工事事業におい
ては学校、橋梁等の耐震補強工事の売上が堅調であり、建設・生活関連
品事業ではエコポイントを中心とする景気刺激策の影響で関連商品の売
上は順調に推移しました。これにより、コンセック単独では当期純利益の
黒字化を達成できました。また、連結子会社においては、切削機具事業
に関連する海外の関係子会社は好調な業績を収めることができましたが、
工場設備関連事業は僅かながら売上減少となり、介護事業においては新
設した介護事業所を付設する高齢者専用賃貸住宅の本格的な稼働が開始
されたことと、IT関連事業では東京事務所の営業活動の推進により、両
事業ともに売上は増加しておりますが、稼働率が計画に届かず、未だ赤
字を解消することはできませんでした。
　この結果、当連結会計年度の売上高は83億27百万円と前連結会計
年度に比べ5億50百万円（7.1％）増となりました。損益面におきまし
ては、徹底したコスト削減や販売管理費の圧縮に鋭意努力してまいりまし

たが、売上高は増加に転じたものの未だ損失を補うに十分ではなく、ま
た介護事業およびIT関連事業の損失により、営業損失は1億2百万円（前
連結会計年度は営業損失3億37百万円）、経常損失は61百万円（前連
結会計年度は経常損失2億72百万円）となり、当期純損失は9百万円

（前連結会計年度は当期純損失4億4百万円）となりました。
　今後の我が国の経済は、先進国における需要回復は緩やかなものに止
まり、厳しい企業間競争が見込まれます。一方、引き続き建設需要が期
待されるアジアの新興諸国市場では、強力に低価格製品が志向される事
が予想されます。日本国内においては、景気復調の兆しが見え始めた所
に、東日本大震災の発生により市場が不透明さを増す中、更に原材料価
格の上昇や為替相場の動向は予断を許さず当社グループを取巻く経営環
境は、依然として厳しい状況が続くものと思われます。他方では、当該
震災の復興事業に関連する需要も想定されますが、未だ基本設計中であ
り時期・規模等は不透明な段階です。
　このような状況の中で当社グループが対処すべき課題は、切削機具事
業では既に上市したリニューアルモデル製品群の更なる拡販によりシェア
の拡大強化を図るとともに、次期には更に競争力のある新規切削機具開
発製品を市場に投入し売上の伸長を期します。又、当社グループの技術
開発力を活用して、半導体分野の切削機具開発及び消耗部品の自社生産
検討も更に進行させる計画です。一方、中国の生産拠点も引き続き活用
して徹底したコストダウンを追求し、顧客の低価格ニーズに対応する体制
を整備します。特殊工事事業では、新組織により高い次元での耐震補強
分野における構造物診断など高次元提案による耐震補強工事受注を強化
するほか、鉄鋼関連の特殊解体工法を進化させ受注拡大を実現してまい
ります。また、建設・生活関連品事業では、なお一層のコスト低減に取り
組み、収益効果を高めます。連結子会社においてはグループ企業の特性
を活かしつつ相互連携を強化し収益効果を高めるとともに、将来の市場
性を期して、全くの新規技術開発として大学並びに新技術ベンチャー企
業と共同で、光電子銃型電子線照射装置を活用した滅菌分野、燃料電池
分野への事業開発など新規分野においても収益事業の多角化に着手して
まいります。
　損益面におきましては一層の合理化と営業費用の圧縮に努め、効率経
営に徹し、収益体質の早期改善・向上に総力を挙げて取り組んでまいり
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44期 株主通信
平成22年4月1日〜平成23年3月31日

取締役社長

吉本 文雄



事業区分別売上高
構成比

切削機具事業
34.6%

IT関連事業
4.2%

介護事業
5.1%

工場設備関連事業
6.4%

建設・生活関連品事業
34.9%

特殊工事事業
14.8%

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 2,880 百万円 214 百万円 34.6 ％ 12.5 ％

特殊工事事業 1,229 87 14.8 △6.2

建設・生活関連品事業 2,905 21 34.9 8.7

工場設備関連事業 537 △5 6.4 △5.7

介護事業 427 △60 5.1 21.2

IT関連事業 349 △40 4.2 10.9

合　　計 8,327 218 100.0 7.1
（注）�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。

　中国の子会社への生産移管も最終段階となり、安定

したコスト低減を達成しております。マンホール耐震化

用の消散弁および専用コアドリル等の売上が伸び、更

に切削消耗品の自社製品化も加わり製品売上比率は

前年と比べ大きく増加しました。他方、国内一般建築工

事需要全体が伸びず、コアドリル・カッター等のダイヤ

モンド切削器具・消耗

品の売上は前年比微

増で推移しました。そ

の結果、売上高は28

億80百万円（前連結

会計年度比12.5％

増）となりました。
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コアドリル、ウォールカッター、ワイヤーソー、ダイヤ
モンドコアビット、ダイヤモンドワイヤー、自動送り装
置、油圧ユニット、消散弁等の製造販売

事業内容

　橋梁解体工事、学校耐震工事や鉄鋼構築物解体な

ど耐震補強にともなう工事は前年比で増加しましたが、

アンカー工事やボンド工事など一般工事が減少し、売

上高は12億29百万円（前連結会計年度比6.2％減）

となりました。

事業内容
アンカー工事、ダイヤモンド穿孔・切断工事、ワイ
ヤーソー工事、ジベル工事、防水工事、研削工事、
防煙工事等の特殊工事
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　新規住宅着工件数は前年比では回復の兆しは見え、

機械工具・住宅関連資材とも売上が増加しましたが、

OA／家具等の個人消費財の生活関連機器が前年同

等で伸びず、売上高は29億5百万円（前連結会計年

度比8.7％増）となりました。

事業内容
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

建設・生活関連品事業

2,000

1,000

0

3,000

第43期第42期

（百万円）

第44期

売上高

2,905
3,159

2,672

　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5億37百万円（前連結会計

年度比5.7％減）となりました。

事業内容
自動制御盤、配電盤、製缶、精密板金加工等の製造
販売

工場設備関連事業
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　前期11月に開設した各種介護事業所を付設した高

齢者専用賃貸住宅の稼働率が緩やかに上昇し、売上

高は4億27百万円（前連結会計年度比21.2％増）

となりました。

事業内容
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
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　関東地区にてIT受託開発やIT技術者派遣の事業拡

充を進めるため、東京事務所を強化し広島との技術的

連携に努めましたが、民間設備投資の減速により受注

案件の大きな積増しができず、売上高は3億49百万円

（前連結会計年度比10.9％増）となりました。

事業内容
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
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財務諸表

会社情報

Financial Statements

Corporate Data

当期末
平成23年3月31日現在

前期末
平成22年3月31日現在

流動資産 4,622 4,439

固定資産 6,200 6,331

有形固定資産 5,471 5,580

無形固定資産 88 114

投資その他の資産 641 637

資産合計 10,821 10,770

流動負債 2,767 2,968

固定負債 1,058 733

負債合計 3,825 3,700

純資産合計 6,997 7,070

負債・純資産合計 10,821 10,770

当期末
平成23年3月31日現在

前期末
平成22年3月31日現在

流動資産 3,982 3,763

固定資産 6,330 6,441

有形固定資産 5,292 5,384

無形固定資産 65 84

投資その他の資産 973 973

資産合計 10,312 10,204

流動負債 2,486 2,645

固定負債 884 577

負債合計 3,370 3,222

純資産合計 6,942 6,982

負債・純資産合計 10,312 10,204

当期
平成22年4月 1 日から
平成23年3月31日まで

前期
平成21年4月 1 日から
平成22年3月31日まで

売上高 8,327 7,777

売上原価 6,468 6,124

売上総利益 1,859 1,654

営業損失（△） △� 102 △� 337

経常損失（△） △� 61 △� 272

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） 0 △� 291

当期純損失（△） △� 9 △� 404

当期
平成22年4月 1 日から
平成23年3月31日まで

前期
平成21年4月 1 日から
平成22年3月31日まで

売上高 7,003 6,509

売上原価 5,387 5,090

売上総利益 1,616 1,419

営業損失（△） △� 55 △� 279

経常損失（△） △� 29 △� 213

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失（△） 2 △� 307

当期純利益又は当期純損失（△） 13 △� 410

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） 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：433名　単独：236名

（平成23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・三重市）
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）
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 原　田　文　栄
取締役 三　中　達　雄
常勤監査役 國　本　純　男
監査役 葊　本　邦　幸
監査役 山　下　哲　夫

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23年6月29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・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



大震災で地下ライフラインの地震対策として
注目される。液状化によるマンホール浮上防
止策の決め手「消散弁」

　地震が発生すると液状化が発生し、水圧によりマンホールが浮き上がることがあります。マンホールの浮き上

がり現象は、下水道の寸断を招き、下水道の機能を損ない、生活のためのインフラが機能しなくなります。また、

地上から突き出した部分は、交通の障害となり、緊急車両などの通行を妨げ、被災者の救援活動にも影響を与え

てしまいます。

　これを防止するフロートレス工法は当社が製造する『消散弁』を専用機にて設置し、マンホールの外壁に発生

する水圧を設置された『消散弁』が開放することにより消滅させるため、マンホールの浮き上りを防止します。

　東日本大震災の被災地である宮城県石巻と東松島の2市で、マンホール浮上対策（フロートレス工法）を実施

したマンホールで調査した結果、浮上抑制装置である『消散弁』の効果（弁開放）により浮上は全くありません

でした。このことは同県の担当者も「浮上対策は効果があった。」と認めていました。

　同時に、東京都内の液状化発生地区を含め緊急輸送・避難道路など約500㎞・8,675箇所のマンホールで浮

上は認められなかった。との報告を聞いています。

　このフロートレス工法は、今後も東京都をはじめ、東海地区、近畿地区、四国地区に拡大していくことが期待

されます。

特集
Special Issue

マンホール断面図

浮上マンホール 消散弁設置状況

消散弁

過剰間隙水圧



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 1,994,000 10.9

コ ン セ ッ ク 従 業 員 持 株 会 825,592 4.5

株 式 会 社 も み じ 銀 行 583,200 3.2

株 式 会 社 損 害 保 険 ジ ャ パ ン 434,000 2.4

山 戸 通 彰 419,000 2.3

岡 田 純 子 327,176 1.8

株 式 会 社 ゲ イ ビ 320,000 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385,705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

1,376名

株主メモ

外国法人等
1名　4千株
0.0％

個人・その他
1,267名　10,965千株
60.1％

金融商品取引業者
12名　134千株
0.7％

金融機関
10名　2,310千株
12.7％

その他の法人
86名　4,841千株
26.5％

● 所有者別株式分布状況

1千株未満
290名　86千株　0.5％

10万株以上
1百万株未満
27名　7,295千株
39.9％

1百万株以上
2名　4,686千株
25.7％

1万株以上
10万株未満
157名　3,708千株
20.3％

1千株以上
1万株未満
900名　2,479千株
13.6％

● 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　20千株
0.1％

中部地方
124名 371千株
2.0％

国外
1名
4千株
0.0％

近畿地方
218名 883千株
4.9％
中国地方
460名 11,787千株
64.6％

（注）上記株式分布状況は自己株式を除外しております。

九州地方
52名 143千株
0.8％

東北地方
21名 60千株
0.3％

関東地方
440名 4,708千株
25.8％

四国地方
46名 278千株
1.5％

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

下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

当社では、株主の皆さまの声をお聞かせいただくため、アンケートを
実施いたします。お手数ではございますが、
アンケートへのご協力をお願いいたします。

株主の皆さまの声をお聞かせください

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝（図書カード500円）
を進呈させていただきます

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

http ://www.e-kabunushi.com
アクセスコード  9895

Yahoo!、MSN、exciteのサイト
内にある検索窓に、い い か ぶ と
4文字入れて検索してください。

いいかぶ 検索検索

●アンケートのお問い合わせ 
  「e -株主リサーチ事務局」

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお手元
に到着してから約2ヶ月間です。

※本アンケートは、株式会社エーツーメディアの提供する「e -株主リサーチ」
サービスにより実施いたします。（株式会社エーツーメディアについての詳細　
http://www.a2media.co.jp）※ご回答内容は統計資料としてのみ使用さ
せていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

株式の状況（平成23年3月31日現在） Stock Data

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。）

（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。


