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■決算期 毎年3月31日

■定時株主総会 毎年6月

■利益配当金支払株主確定日 毎年3月31日

■中間配当金支払株主確定日 毎年9月30日

■基準日 毎年3月31日

■1単元の株式数 1,000株

■公告掲載新聞 日本経済新聞

■ 貸借対照表および損益計算書のホームページアドレス
http://www.iuk.co.jp/kessan/index.htm

■名義書換代理人 東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

■同事務取扱所 東京都杉並区和泉二丁目8番4号（〒168-0063）
（郵送物送付および電話照会先） 中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

電話 03-3323-7111（代表）

■同取次所 中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本店および全国各支店

株主メモ

［お知らせ］

〒104-0044 東京都中央区明石町6番4号（ニチレイ明石町ビル）
TEL. 03-5550-5321   FAX. 03-5550-5364
http://www.iuk.co.jp

住所変更，単元未満株式（端数）買取請求，名義書換請求，配当金振込指定に必要な各用紙の

ご請求は，名義書換代理人のフリーダイヤル，ホームページで24時間受付しております。

フリーダイヤル 0120-87-2031
ホームページアドレス http://www.chuomitsui.co.jp

株主・投資家のみなさまへ



当社は, 機械式駐車装置（パーキングシス
テム）の分野で業界のトップ企業（タワーパー
キング, エレベータパーキングでトップシェ
ア）です。これまでの累積で７，０００基以上の納
入実績があり, 日本全国に納入されています。

今や都市の社会基盤のひとつとなったパーキングシステムですが, 日々のメンテナン
スと万が一の不具合対応は不可欠です。当社では全国に納入したパーキングシステムを
対象に, 専門教育を受けたサービスエンジニアによる巡回点検, 機能診断, 提案営業などと,
ネットワークによる遠隔監視などのメンテナンスサービスをご提供しています。
今回の「ＩＵＫ－ＮＯＷ」は, 円滑なパーキングシステムの運営をサポートする当社のパー

キングメンテナンス事業についてご紹介します。

株主のみなさまには，ますますご清祥のこととお

よろこび申しあげます。

ここに第30期（平成13年4月1日～平成14年3月

31日）の事業報告書をお届けするにあたり，一言

ごあいさつ申しあげます。

当期は，景気低迷による設備投資の抑制によ

り，案件の減少と受注価格の低落など非常に厳し

い状況が続きました。

こうした状況をうけて当社は業績低迷に歯止め

をかけ確実に業績の回復を実現するために，当

期を「再生の年」と位置付け経営環境の変化に対

応して事業構造の改革を実施いたしました。

業績につきましては，前期より取り込んだ新分野

や大規模工事の採算悪化に市場価格の低落など

も重なり，損失が拡大する結果となりました。また

平成14年度以降の確実な業績回復と事業基盤の

安定化に向け生産設備，たな卸資産の見直しを

実施し，収益性の低い資産については当期に廃

却損を計上いたしました。

その結果，当期の売上高は38,540百万円とな

り，損益面では遺憾ながら3,916百万円の経常損

失になりました。

平成14年度につきましては，業績の確実な浮上

と安定的経営基盤の確立のために引き続き改革

を推進し，重点分野への経営資源のシフトを進め

ることによって事業ごとに適正事業規模を実現し

事業運営の自立化を目指してまいります。

また，外部との技術交流・連携を積極的に行な

い，キーハードの強化・開発を加速し特徴ある技術

によるモノ創りと新市場の開拓に注力いたします。特

にＩＴの積極的な活用により既存機種の高付加価

値化，システム製品の開発，メンテナンス部門では顧

客サービスと生産性の向上などに取り組みます。

さらに最近の市場価格の長期低落に対応する

ために，海外調達の促進，国内調達先の絞り込み

などにより調達費の大幅削減を図り，設計面での

見直し，建設工期の短縮なども含めて製品コスト

の圧縮を実現し収益性の向上に努めます。

管理面ではロスを徹底的に排除し，組織の簡素

化，全ての費用の見直しなど「無駄のない企業

体質」を追求してまいります。

以上の施策を着実に実施し，平成14年度以降

の確実な業績回復を期したいと考えております。

なお，当期の年間配当につきましては冒頭のよう

な非常に厳しい経営内容であるため，遺憾ながら

無配とさせていただきました。

今後とも「収益重視」の経営を推進し，平成14

年度には必ずや業績の黒字化，事業基盤の安定

化を実現し，みなさまのご期待に応える所存でご

ざいます。

株主のみなさまにおかれましては，なにとぞより

一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し

あげます。

黒字化を目指して事業構造の改革を定着させ，
信頼性の高い製品と高品質のサービスで
「収益重視」の経営を推進します。
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株主のみなさまへ

株主・投資家のみなさまへ
IUK NowTop Message

パーキングメンテナンス事業IUK
Now

IUKの経営活動について

納入時には100パーセントの性能を発揮していた

パーキングシステムも，経年変化による劣化や磨耗

などを避けることはできません。しかし，専門知識と

技能を持ったサービスエンジニア（ＳＥ）が継続的にメ

ンテナンスを行なうことで，パーキングシステムはそ

の性能を維持し，所定の機能を保ち続けるのです。

当社はお客様のご要望にお応えできるように，一

年365日，24時間のサービス体制を採っています。ま

た，全国に125ヶ所余のサービス拠点（内直営53ヶ

所）を展開し，万が一の不具合の際にも迅速な復

旧・処置ができる体制を採っています。

全国を網羅する手厚いサービス網1

代表取締役社長　大内章

本社 
営業所 
工場 
直営サービスセンター 

全国サービスセンターマップ

サービスセンターのＳＥはメンテナンスの専門家集

団です。日常的には2～3名で一つのグループを組

み，各種メンテナンス機材を常備したサービスカーで

担当エリア内の契約パーキングシステムを定期的に

巡回し，点検と調整を行なっています（点検周期は契

約によります）。

点検はモーター，ギアなどの機械関連装置から，制

御装置にノートパソコンを接続してソフトウエアをアッ

プデートするなど，多岐にわたります。

専門のサービスエンジニアによる
巡回点検2



▲当社が運営するエレベータパーキング（埼玉県さいたま市）
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IUK Now・トピックス

PaSCCのデータを元に，一定の年月が経過した

パーキングシステムについて専門チームによる機

能診断と余命診断を行ない，その結果に基づきパー

キングシステムの延命策，機能の維持・向上のた

めの提案営業を行なっています。

より大型の車両に対応したケージの大型化や，

操作性の省人化対策，内外装のリニューアルによ

るイメージアップなど，お客様の資産であるパー

キングシステムの価値をより高める提案を行なっ

ています。

定期診断と提案営業4

PaSCCやPINシステムに支援されているとはいえ，

現場で実際に作業するのは専門知識と技能を持っ

たSEです。

当社では，メンテナンス業務の中核であるSEの教

育に力を入れています。教育は入社時から行なわれ，

定期的な階層別教育（入社年次による）と，各サービ

スセンターの中堅SE（キーマン）に対する，機械・制

御関係の最新技術の教育を実施しています。キーマ

ンはその技術をセンター内で展開し，SEの技術レベ

ルのアップを図ります。また，新機種の納入の場合な

どには，機種別に実機を用いた習熟研修も行なって

います。

加えて一般社会人としてのビジネスマナーなどの

教育にも力を注いでいます。

サービスエンジニアへの専門教育5

本年度より，新たな事業として駐車場の運営も手

がけています。当社が納入したパーキングシステム

を，当社自身が管理運営しています。

駐車場運営6

現在，東京と大阪の2ヶ所に，それぞれ東日本と西

日本の受付窓口としてPaSCC（パスク＝Parking

Support and Control Center）を開設しています。

第29期末の事業報告書でもご紹介していますが，

ここでは２４時間体制でお客様からのお問合せを受け

付けており，壁面の大型モニターにパーキングシステ

ムやサービスカーの位置など表示して一括管理し，

パーキングメンテナンス業務をサポートしています。

本センターでは，契約したパーキングシステムの

稼動状況をPINシステム（Parking Information

Network System）により常時把握しています。ま

た，各パーキングのメンテナンス履歴を管理し，ＳＥ

のメンテナンス業務を支援して，作業の効率化とお

客様への迅速な対応を可能としています。

パーキングシステムに不具合が発生した時，お客

様からの電話連絡，またはＰＩＮシステムによる自動通

報により，ＰａＳＣＣは現場にもっとも近いサービスカー

に無線で指示します。ＳＥはただちに現場に急行し，

遠隔監視のデータと，該当物件の履歴をパソコンに

ダウンロードして原因を把握，適切な処置をとること

で速やかに復旧させます。

PaSCC（パスク）による常時受付3

▲PaSCC東京

▲実機による実習

▲要請監視画面

▲リニューアル前

▲リニューアル後

物
件
情
報
画
面

▲

ＩＵＫ広島ビル完成
平成13年10月16日，広島市に「IUK広島ビル」（写

真）が完成しました。これまで複数の事務所に分かれ

ていた広島サービスセンター，中四国営業所，パーキ

ング建設部門の広島駐在などを集約したものです。

四階建ての1階部分はサービスカーの駐車場と機材

の倉庫であり，上の階は事務所となっています。

T O P I C
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営業の概況（ ）平成13年4月1日から
平成14年3月31日まで

2. 設備投資の状況

広島市内に所在する広島サービスセンター，

中四国営業所，パーキング建設部門の広島

駐在などの機能・設備を集約し，業務の効

率化と経費の削減を図ることを目的として，

事務所用社屋「IUK広島ビル」を建設いた

しました。

このほか，工場の生産合理化を目的とし

た機械装置の更新などを行ない，結果とし

て，当期の設備投資の総額は357百万円と

なりました。

受注高は，パーキング本体の受注価格低

落による採算性の悪化を回避するため，選別

受注を徹底したことにより，23,389百万円（前

期比10.5％減）となりました。

売上高は，大規模地下駐車装置の売上が

なかったことにより，24,426百万円（前期比

11.2％減）となりました。

受注高は，不況にともなう民間設備投資の

抑制が大きく影響し，当社の主力製品である

建築用ジブクレーンをはじめ，全ての機種にお

いて前期実績を大幅に下回る結果となり，

7,990百万円（前期比43.9％減）となりました。

売上高は，物流機器の売上が半減したため，

11,176百万円（前期比16.4％減）となりました。

受注高は，電力業界の設備投資削減の影

響で，揚運炭コンベヤ案件がなくなり，676百

万円（前期比53.4％減）となりました。

売上高についても，揚運炭コンベヤの売上

計上が大幅に減少した結果，2,936百万円

（前期比57.5％減）となりました。

パーキングシステム事業

クレーン事業

コンベヤ事業

▲新型建築用ジブクレーン JCC-V720

t
タ
ワ
ー
パ
ー
キ
ン
グ

営業の概況

のとれた経営を推進してまいります。本社部

門は，ライン業務を事業部門へ移管するこ

とにより，スリム化を図ってきましたが，さら

に管理面での無駄を徹底的に排除するな

ど，あらゆる費用の見直しを行ない，「小さな

本社」を目指してまいります。

営業面では，本体工事の減少が依然とし

て続くなか，全国のサービスネットを活用し，

営業とサービスエンジニアが一体となって積

極的な提案型の営業を展開することにより，

本体工事はもとよりメンテナンス・改修事業

の受注拡大を図ってまいります。

収益面では，市場環境の急激な変化に，

コスト面での迅速な対応を図るため，海外

調達の推進を軸とした生産地図の見直しを

行ない，コスト競争力の強化に全力を挙げ

てまいります。

開発の分野においては，「技術で社会の

発展に貢献する」という企業理念のもと，セ

ンサー技術や速度制御技術などの基盤技術

について，引き続き強化・充実を図ってまい

ります。また，新事業・新機種においては，物

流機器事業の開発・育成を促進するととも

に，メカトロ技術を駆使した新機種の商品化

や，駐車場運営管理などサービス事業の開

拓になお一層注力してまいります。

こうした取り組みを着実に実践することに

より，翌期の業績回復を確実なものとし，企

業価値の向上に全力をつくしてまいる所存

であります。

株主の皆様におかれましては，今後とも一

層のご理解とご支援を賜りますようお願い

申しあげます。

3. 会社が対処すべき課題

今後の見通しにつきましては，デフレ経済

の深刻化による景気の低迷により，民間設

備投資は当面伸び悩む傾向が予想され，当

社にとっては，きわめて厳しい状況が継続す

るものと考えられます。

このような厳しい状況のなかではあります

が，当社といたしましては，健全な企業体質

と安定的な基盤を築くために，これまでにも

増して事業構造の改革に全社を挙げて努め

てまいります。

当社は，平成13年10月に組織改訂を実施

し，二事業本部制を採用いたしました。これ

により，事業単位で設計・製作・建設・メンテ

ナンスまでの一貫体制を構築し，業績管理

の明確化と事業運営の自立性を目指します。

また，成長が期待されるメンテナンス部門

へ経営資源を重点配分することにより，事業

ごとに適正な事業規模を実現し，バランス

▲揚運炭コンベヤ

1. 営業の経過および成果

当期のわが国経済は，米国の景気減速を

背景としたＩＴ・輸出関連産業で始まった生産

活動の低下があらゆる産業に拡大し，大企業

の倒産や金融システム不安とあいまって，企

業業績を圧迫し，景気に明るさの見えない状

況で推移いたしました。

当社を取り巻く受注環境は，不況にともな

う民間設備投資の抑制が顕著であり，クレー

ン事業を中心に受注案件が予想以上に減少

し，受注高は，32,057百万円（前期比23.4％

減）となりました。

また，売上高は，電力投資抑制による揚運

炭コンベヤ案件の減少と，民間設備投資需

要の減退による物流機器の減少が影響し，

38,540百万円（前期比19.3％減）となりまし

た。この結果，当期末の受注残高は34,080

百万円（前期比28.8％減）となりました。

損益面につきましては，急減する揚運炭コ

ンベヤ市場に替わる将来への新規投資事業

として取り込んだ新分野や大型工事の採算

性悪化に加えて，コストダウン効果を上回る

受注価格の低落などが重なったため，損失が

拡大する結果となりました。

このような厳しい状況を受けて，当社は，事

業構造の抜本的な見直しを通じて，確実に利

益を生み出せるような企業体質への転換を

図っております。その一環として，生産設備や

たな卸資産の見直しを実施し，当期に廃却

損として損失処理いたしました。

これにより，当社といたしましては，経営体

質の健全化を図るとともに，翌期以降の確実

な業績回復を目指してまいります。

以上の結果，当期の経常損失は 3,916百

万円となり，税効果を加味した当期損失は

2,677百万円となりました。

事業別の状況は，次のとおりであります。
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財務ハイライト事業別の動向

sパーキングシステム事業

当社はわが国の機械式駐車装置のパイオ
ニアとして，パーキングシステムの各種製品
で高いシェアを有し，開発・設計から販売，製
造，据付，メンテナンス，改修までを一貫して
手掛けています。

主要製品
標準型駐車装置（タワーパーキング，エレベータパー

キング，地下式パーキング）／二・多段式駐車装置，大

規模地下駐車装置，自走式駐車装置
平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 

0
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35,527

15,115

35,272
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27,736 27,508

11,814 11,111

24,426

11,806

単位:百万円 

■中間期 ■通期 

sクレーン事業

都市再開発の建築現場で活躍する大型ジ
ブクレーンから，港湾荷役，工場作業向けなど，
当社の各種クレーンはさまざまな産業ニーズに
応えています。

主要製品
天井クレーン（天井クレーン，ごみ処理クレーン，自動

クレーン，門型クレーン，ホイスト，ヨット昇降装置）／

ジブクレーン（建築用，鉄塔用，埠頭用，一般用）／そ

の他クレーン（自動倉庫用クレーン） 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 
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4,938
5,969

5,132

単位:百万円 

■中間期 ■通期 

sコンベヤ事業

火力発電所の揚運炭コンベヤで圧倒的シェ
アを誇る当社は，土地の有効利用を図る垂
直・急傾斜コンベヤや，「運ぶ」技術を応用し
た各種新製品を開発しています。

主要製品
揚運炭コンベヤ（石炭火力発電所向け）／一般コンベ

ヤ（ベルトコンベヤ，急傾斜コンベヤ）／乗用運搬設備

（オートレーン，オートリフト，オートウェイ）
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1,427

2,936

平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 
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7,167
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4,047

単位:百万円 

■中間期 ■通期 

24,426百万円 
●パーキングシステム事業 

合計　38,540百万円 

（63.4%）

2,936百万円 
●コンベヤ事業 

（7.6%） 

11,176百万円 
●クレーン事業 

（29.0%） 

41,836

20,650

平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成13年度 
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単位:百万円 

■中間期 ■通期 

平成12年度 
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単位:百万円 

■中間期 ■通期 

1,602

757 825

▲2,677

▲1,680
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■中間期 ■通期 

平成12年度 

平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 

単位:百万円 

■中間期 ■通期 
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▲319

404 316

▲3,916
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単位:百万円 

■中間期 ■通期 

■パーキングシステム事業売上高 ■事業別売上高構成比（平成14年3月期）

■クレーン事業売上高 ■受注高 ■売上高 ■経常利益

■当期利益

平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成13年度 
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単位:百万円 

平成12年度 

49,012

41,103

■総資産 ■株主資本■コンベヤ事業売上高

事業別の動向
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資産の部

流動資産 26,194 33,685

現金および預金 2,524 1,651

受取手形 1,160 1,222

売掛金 11,265 17,993

有価証券 — 2,908

半製品 3 26

原材料・貯蔵品 604 650

半成工事 5,759 8,284

繰延税金資産 798 340

短期貸付金 3,800 —

その他 320 645

貸倒引当金 △ 41 △ 37

固定資産 14,908 15,327

有形固定資産 8,448 8,847

建物 1,622 1,696

構築物 218 240

機械および装置 613 895

車両運搬具 1 7

工具・器具および備品 103 124

土地 5,883 5,883

建設仮勘定 5 0

無形固定資産 1,275 2,558

電話加入権 36 36

施設利用権 1 1

技術使用権 955 2,259

ソフトウェア 281 261

投資等 5,184 3,921

投資有価証券 182 234

子会社株式 65 65

長期前払費用 18 13

繰延税金資産 3,306 1,934

敷金・保証金 761 772

投資不動産 436 448

その他 489 546

貸倒引当金 △ 76 △ 94

資産合計 41,103 49,012

科　　目
当　期 前　期

平成14年 平成13年
3月31日 3月31日

負債の部

流動負債 15,177 20,679

支払手形 6,618 8,998

買掛金 4,270 6,532

短期借入金 1,830 1,815

一年内返済予定長期借入金 — 500

未払金 512 615

未払法人税等 44 80

未払消費税等 177 311

前受金 508 479

賞与引当金 883 971

保証工事引当金 209 265

その他 122 107

固定負債 7,313 6,690

長期借入金 500 —

退職給付引当金 6,707 6,595

役員退職慰労引当金 101 91

その他 4 4

負債合計 22,490 27,369

資本の部

資本金 2,647 2,647

資本金 2,647 2,647

法定準備金 1,933 1,911

資本準備金 1,396 1,396

利益準備金 537 515

剰余金 14,019 17,048

任意積立金 14,649 14,659

固定資産圧縮積立金 288 298

別途積立金 14,361 14,361

当期未処理損失（△）または

当期未処分利益
△ 629 2,389

（うち当期損失） (2,677) (350)

評価差額金 12 35

その他有価証券評価差額金 12 35

自己株式 0 —

資本合計 18,612 21,642

負債・資本合計 41,103 49,012

科　　目
当　期 前　期

平成14年 平成13年
3月31日 3月31日

（単位：百万円）

科　　目
当　　期 前　　期

平成13年4月1日から 平成12年4月1日から
平成14年3月31日まで 平成13年3月31日まで

（単位：百万円）

貸借対照表注記
1. 固定資産の減価償却累計額
有形固定資産 4,892百万円
投資不動産 78百万円

2. 子会社に対する短期金銭債権 43百万円
3. 子会社に対する長期金銭債権 154百万円
4. 子会社に対する短期金銭債務 185百万円
5. 支配株主に対する短期金銭債権 7,374百万円
6. 支配株主に対する短期金銭債務 153百万円
7. 外貨建資産
投資有価証券 57百万円

(28百万NT$)
8. 保証債務等
従業員の金融機関借入金に対する保証および保証予約 565百万円

9. 商法第290条第1項第6号に規定する純資産額 12百万円
10. １株当たり当期損失 94円01銭
11. 貸借対照表に計上した固定資産のほか，事務処理用電算機器一式など
については，リース契約により使用しております。

12. 自己株式は，「株式会社の貸借対照表，損益計算書，営業報告書およ
び附属明細書に関する規則」の改正により当期末から資本に対する控
除項目として資本の部の末尾に記載しております。

財務諸表

貸借対照表 損益計算書

営業収益 38,540 47,784

売上高 38,540 47,784

営業費用 42,092 48,012

売上原価 37,639 43,499

販売費および一般管理費 4,453 4,513

営業損失 3,552 228

営業外収益 147 129

受取利息 7 8

受取配当金 6 3

土地建物等賃貸料 114 112

その他 18 6

営業外費用 511 220

支払利息 18 21

たな卸資産廃却損 176 —

その他 315 199

経常損失 3,916 319

特別損失 565 163

退職給付会計基準変更時差異償却 120 120

遊休固定資産廃却損 418 —

その他 26 42

税引前当期損失 4,482 483

法人税，住民税および事業税 44 61

過年度未払法人税等戻入額 △ 36 —

法人税等調整額 △ 1,813 △ 194

当期損失 2,677 350

前期繰越利益 2,161 2,976

利益による自己株式消却額 113 —

中間配当額 — 215

中間配当にともなう利益準備金積立額 — 21

当期未処理損失(△)又は当期未処分利益 △ 629 2,389

損益計算書注記
1. 子会社との取引

営業取引高
売上高 86百万円
仕入高 753百万円
その他の営業取引高 116百万円

2. 支配株主との取引
営業取引高
売上高 15,287百万円
仕入高 78百万円
その他の営業取引高 418百万円

3. 研究開発費の総額 243百万円

（注） 本貸借対照表および損益計算書の作成に当たり，記載金
額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。ただし，
１株当たり当期損失は，銭未満を四捨五入しております。
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損失処理および利益処分

財務注記

損失処理および利益処分・
財務注記・株式の状況

１．有価証券の評価基準および評価方法
（1）子会社株式

移動平均法による原価法
（2）その他有価証券

ア．時価のあるもの
決算日の市場価格などに基づく時価法（評価差額は全部資
本直入法により処理し，売却原価は移動平均法により算定）

イ．時価のないもの
移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準および評価方法
（1）半製品.......................................移動平均法による原価法
（2）原材料・貯蔵品 .........................移動平均法による原価法
（3）半成工事...................................個別法による原価法
３．固定資産の減価償却方法
（1）有形固定資産

定率法。ただし，平成10年４月１日以降に取得した建物（建物
附属設備を除く）については，定額法。

（2）無形固定資産
定額法。自社利用のソフトウェアについては，社内における利
用可能期間（５年）による定額法。

（3）投資不動産
定率法。

４．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権に対する貸倒損失に備えるため，一般債権については貸
倒実績率により，貸倒懸念債権など特定の債権については個
別に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。

（2）賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えるため，当事業年度の負担すべき
支給見込額を計上しております。

（3）保証工事引当金
請負工事に対する補修費用の支出に備えるため，過去の実績
に基づく必要額を計上しております。

（4）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため，当事業年度末における退職
給付債務の見込額に基づき計上しております。

なお，会計基準変更時差異は，5年による按分額を費用処理し
ております。
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
間以内の一定の年数（10年）による定額法により翌事業年度か
ら費用処理することとしております。

（5）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため，内規に基づく期末要
支給額を計上しております。この役員退職慰労引当金は商法第
287条ノ2の引当金であります。

５．収益および費用計上基準
長期大規模工事（工期1年以上，かつ請負金10億円以上）について
は，工事進行基準を，その他の工事については，工事完成基準を採
用しております。

６．リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファ
イナンス・リース取引については，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。

7．ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法

為替予約について振当処理を採用しております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

為替予約をヘッジ手段とし，予定取引をヘッジ対象としており
ます。

（3）ヘッジ方針
為替変動リスクを避けるため，外貨支払予定額の範囲内で為替
予約取引を行なっております。

（4）ヘッジの有効性評価の方法
為替予約は，すべて材料などの購入予定に基づくもので，キャッ
シュ・フロ－を固定化するものであるため，有効性の評価を省
略しております。

8．消費税等の会計処理
消費税および地方消費税は，税抜方式によっております。

重要な会計方針

当期未処理損失 629,591,941

損失処理額

任意積立金取崩額

固定資産圧縮積立金取崩額 9,375,743

別途積立金取崩額 3,000,000,000

合計 2,379,783,802

次期繰越利益 2,379,783,802

当期未処分利益 2,389,231,973

固定資産圧縮積立金取崩額 9,918,328

合計 2,399,150,301

利益処分額

利益準備金 22,000,000

利益配当金 215,817,608

（1株当たり） （7円50銭）

次期繰越利益 2,161,332,693

科　　目
当　　期 前　　期

平成13年4月1日から 科　　目 平成12年4月1日から
平成14年3月31日まで 平成13年3月31日まで

株式の状況（平成14年3月31日現在）

■会社が発行する株式の総数
99,684,000株

■発行済株式の総数
28,459,991株

■株主数
3,323名

■所有者別株式分布

■大株主 （単位：持株数=千株／比率=％）

（注）1.持株比率は，小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。
2.株式会社第一勧業銀行は，平成14年４月１日をもって，株式会社富士銀行，株式会社
日本興業銀行と分割・合併し，商号が「株式会社みずほコ－ポレ－ト銀行」および「株式
会社みずほ銀行」に変更となりました。

株主名 持株数 持株比率

石川島播磨重工業株式会社
石川島運搬機械従業員持株会
竹田 和平
ザチェースマンハッタン バンクエヌエイロンドン
ザチェースマンハッタン バンクエヌエイロンドン
エスエル オムニバスアカウント
時田 一弘
岩崎電氣株式会社
株式会社 第一勧業銀行
株式会社 三井住友銀行

19,061 66.97
1,327 4.66

400 1.40
378 1.32

248 0.87

131 0.46
109 0.38
66 0.23
55 0.19

3,094名 
●個人・その他　7,559千株 

（26.56%）

6名 
●証券会社　16千株 

（0.06%）

14名 
●外国法人・個人　728千株 

（2.56%）
192名 
●事業法人など　19,721千株 

（69.29%） 

17名 
●金融機関　435千株 

（1.53%） 

■所有株数別株式分布

5,323千株 
●1千株以上1万株未満 

（18.71%）

1,267千株 
●10万株以上100万株未満 

（4.45%）

1,451千株 
●1万株以上10万株未満 

（5.10%）
20,388千株 
●100万株以上 

（71.64%） 

29千株 
●1千株未満 

（0.10%） 

損失処理 利益処分 （単位：円）
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会社概要（平成14年3月31日現在）

本社

■商　　号 石川島運搬機械株式会社

■本　　社 〒104-0044 東京都中央区明石町6番4号（ニチレイ明石町ビル）
TEL 03-5550-5321   FAX 03-5550-5364

■設　　立 昭和48年4月2日

■資 本 金 2,647,499,500円

■従業員数 1,209名

■事業内容 （1）次に掲げる品目およびその部品の開発，販売，設計，製造，
据付，保守，保全，改造，修理，管理，賃貸に関する事業
●駐車装置　●荷役運搬機械　
●物流・流通プラントおよびその機械器具　●建設機械　
●鉄構物　●電気機械器具

（2）一般土木建築設計施工および工事の請負事業

（3）前各号に掲げた事業のコンサルティング，
エンジニアリング，その他技術・ノウハウに関する事業

（4）労働者派遣事業

（5）前各号に付帯関連する事業

本社／北海道営業所／東北営業所／中部営業所／関西営業所／

中四国営業所／九州営業所／沼津工場／高砂工場／安浦工場

主要な事業所

代表取締役社長 大　内　　　章
常 務 取 締 役 柴　田　武　弘
常 務 取 締 役 木　村　重　久
常 務 取 締 役 牧　野　正三郎
取　　締　　役 斉　藤　毅　夫
取　　締　　役 岡　野　　　茂
取　　締　　役 有　泉　　　弘
取　　締　　役 安　達　賢　司
取　　締　　役 太　田　和　彦
取　　締　　役 中　村　勝　行
常 勤 監 査 役 星　　　伊世夫
監　　査　　役 幸　田　福　生
監　　査　　役 荻　山　圀　守
監　　査　　役 内　野　隆　雄

関係会社

札幌第1／札幌第2／青森／秋田／盛岡／仙台／新潟／宇都宮／

埼玉第1／埼玉第2／東京第1／東京第2／東京第3／東京第4／

東京第5／東京第6／東京第7／東京第8／東京第9／八王子／千葉／

横浜第1／横浜第2／横須賀／藤沢／静岡／名古屋第1／名古屋第2／

岡崎／金沢／富山／福井／津／京都／大阪第1／大阪第2／大阪第3／

大阪第4／大阪第5／西宮／神戸／奈良／広島／呉／高松／高知／

松山／北九州／福岡／大分／熊本／鹿児島／沖縄（全国53か所）

直営サービスセンター

役員
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■決算期 毎年3月31日

■定時株主総会 毎年6月

■利益配当金支払株主確定日 毎年3月31日

■中間配当金支払株主確定日 毎年9月30日

■基準日 毎年3月31日

■1単元の株式数 1,000株

■公告掲載新聞 日本経済新聞

■ 貸借対照表および損益計算書のホームページアドレス
http://www.iuk.co.jp/kessan/index.htm

■名義書換代理人 東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

■同事務取扱所 東京都杉並区和泉二丁目8番4号（〒168-0063）
（郵送物送付および電話照会先） 中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

電話 03-3323-7111（代表）

■同取次所 中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本店および全国各支店

株主メモ

［お知らせ］

〒104-0044 東京都中央区明石町6番4号（ニチレイ明石町ビル）
TEL. 03-5550-5321   FAX. 03-5550-5364
http://www.iuk.co.jp

住所変更，単元未満株式（端数）買取請求，名義書換請求，配当金振込指定に必要な各用紙の

ご請求は，名義書換代理人のフリーダイヤル，ホームページで24時間受付しております。

フリーダイヤル 0120-87-2031
ホームページアドレス http://www.chuomitsui.co.jp

株主・投資家のみなさまへ


