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バースエレベータパーキング1

株主のみなさまには，ますますご清祥のこと

とお喜び申しあげます。

ここに第31期（平成14年4月1日から平成15

年3月31日）の事業報告書をお届けするにあ

たり，一言ご挨拶申しあげます。

当期は，外需主導による景気回復が期待さ

れたものの，むしろ減速傾向がより一層強くな

り，わが国における民間設備投資は依然とし

て低調に推移いたしました。

こうした状況の中，当社は平成14年度にお

いて「業績の確実な浮上と安定的経営基盤

の確立」を目指してまいりました。

具体的には，海外調達を含む製品のコスト

ダウン活動に全力を挙げて取り組み，また，お

客様のニーズに合致した新製品の投入や，提

案型営業の積極的な展開，採算性の向上を

目指した選別受注の徹底などを行ないました。

その結果，当期の売上高は43,786百万円

となり，損益面においては経常利益で350百

万円を確保し、黒字化を達成することができ

ました。また，高砂工場の売却益630百万円

を特別利益に計上した結果，当期利益は353

百万円となり，普通配当5円を実施するまでに

回復いたしました。これもひとえに株主のみな

さまのご理解とご支援のたまものと感謝いた

しております。

平成15年度につきましては、当期の黒字化

達成をてこ
● ●

として，改善活動のスピードアップを

行ない，厳しい経営環境にも耐える体質への

転換に取り組んでまいります。

具体的には，今後も成長が期待される分野

への資源の重点配分や再配置，当期において

一定の成果をもたらした中国・韓国を中心とす

る海外調達の拡大などの継続的実施，さらに

は標準機種における販売から調達・据付まで

の一貫体制の確立により，無駄を無くした標準

化の推進をより実効性のあるものにしていきます。

以上のような各種施策を，着実に推進する

ことにより，今後とも「収益重視」の経営を目

指し，平成15年度においても引き続き黒字化

の達成と，事業基盤の安定化をより強固なも

のとし，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。

安定した事業基盤の構築を図り，

収益重視の経営を目指します。

A Resource for Investors — 1

株主のみなさまへ

株主・投資家のみなさまへ
IUKトピックスTop Message

代表取締役社長　大内章

タワー型のエレベータパーキングに乗降

スペース（バース）を設けた新型の機械式

駐車装置です。バースに停めた車は自動的

に庫内へ搬送されるので，従来型のように

直接庫内に乗り入れる必要がありません。

人にやさしい構造となっており，バリアフリ

ー対応も可能となっています。

新型ロープバランス式水平引込クレーン納入3

平成14年9月，新開発のクレーンを常石造船殿に納入いたしました。このク

レーンは吊荷を安定化させる機構（国際特許も出願中）を備えた画期的なジブ

クレーンです。今後の造船・一般産業用クレーンのリニューアル用として積極的

な営業活動を展開しています。

パーキング遠隔監視保守システムの標準装備2

今後納入するエレベータパーキングには，遠隔監視保守システムが標準装備されます。これは電話回線を通

じて東西2ヶ所にあるPaSCC（パーキング・サポート＆コントロール・センター）が稼動状況などの遠隔監視と

保守を行なうシステムで，お客様にご安心いただけるメンテナンスサービスを提供いたします。

ISO9001：2000年版取得5

平成8年7月に当社はISO9001を取得いたしましたが、平成14年9

月，2000年に改訂された新しいISO規格への移行審査を受け，改め

て2000年版のISO9001を取得いたしました。

建築用新型クレーン JCC-V350S  1，2号機納入4

平成15年2月，建築用新型クライミングクレーン JCC-Ｖ350Sを

エスシー・マシーナリ殿に2台納入いたしました。

本機は軽量化と構造の見直しにより，組立・解体工程が短縮でき，

現場への搬入と撤去が従来よりも容易になっています。また，制御装

置も高度に電子化されており，操作性も向上しています。高層ビル建

築用のジブクライミングクレーンでNo.１の実績を誇る，当社ならで

はの洗練された構造のクレーンです。

IUK
Topics

▲バースエレベータパーキング

▲JCC-V350S

▲ロープバランス式水平引込クレーン
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営業の概況

営業の概況（ ）平成14年4月1日から
平成15年3月31日まで

受注高は，標準型パーキング本体の案件

の減少に加えて，採算性の向上を目的とし

た選別受注を推進したことにより，22,419百

万円（前期比4.1%減）となりました。

売上高は，大規模地下駐車装置4案件の

売上を計上したことにより，26,237百万円

（前期比7.4%増）となりました。

受注高は，物流関連機器が減少しました

が，当社の主力機種であるジブクレーンで，

新型の建築用クライミングクレーンなどの受

注が大幅に増加したことにより，9,164百万円

（前期比14.7%増）となりました。

売上高は，前期の受注低迷が影響し，全て

の機種で前期実績を下回ることとなり，8,502

百万円（前期比23.9%減）となりました。

パーキングシステム事業

クレーン事業

受注高は，電力関連設備投資の削減によ

り，受注規模は小さいものの，前期実績に

対して大幅に増加し，1,665百万円（前期比

146.1%増）となりました。

一方，売上高は，火力発電所向けの大規

模揚運炭コンベヤ工事がピークを迎え，工

事進行基準による売上高を計上したことに

より，9,047百万円（前期比208.1%増）と大

幅に増加しました。

当期における事業別の受注高・売上高・

受注残高は，次のとおりであります。

コンベヤ事業

▲ビル建築用クライミングクレーン

▲揚運炭コンベヤ

▲エレベータパーキング

1. 営業の経過および成果

当期のわが国経済は，外需主導による景

気回復が期待されていましたが，米国を中心

とした海外景気の減速が顕著であり，株価

の下落とデフレ経済の深刻化があいまって，

先行きに不透明感が一段と強まる状況で推

移いたしました。当社の業績に関わりの深い

民間設備投資の水準は，キャッシュ・フロー

が回復基調にあるにもかかわらず，企業の投

資マインドが非常に慎重となっており，依然

として低い状態で終始いたしました。

このような厳しい環境の中ではありますが，

当社は製品のコストダウン活動に全力を挙

げて取り組むとともに，お客様のニーズに合

致した新製品の投入や，積極的な提案営業

を展開してまいりました。この結果，当期の受

注高は33,249百万円（前期比3.7%増）を確

保することができました。

一方，売上高は，大規模揚運炭コンベヤ

工事の工事進行基準による売上を計上した

ことなどにより，43,786百万円（前期比

13.6%増）と大幅な増収となりました。この結

果，当期末の受注残高は23,543百万円（前

期比30.9%減）となりました。

損益面につきましては，前期において業績悪

化の要因となった新分野・大規模案件の損失

処理が完了したことに加えて，販売価格の低

迷に対応するため，選別受注を徹底し，海外

調達を軸としたコストダウン活動や，経費削減

努力に全社を挙げて注力してまいりました。そ

の結果，採算性は大幅に好転し，経常利益で

350百万円と黒字化を達成することができまし

た。また，平成11年度に実施した生産体制の

見直しにより遊休資産となっておりました高砂

工場の譲渡が成立したことにともない，固定資

産売却益630百万円を特別利益に計上する

こととし，当期利益は353百万円となりました。

事業別の状況は，次のとおりであります。

パーキングシステム 22,419 △ 4.1 26,237 7.4 15,106 △ 20.2

クレーン 9,164 14.7 8,502 △ 23.9 5,871 12.7

コンベヤ 1,665 146.1 9,047 208.1 2,566 △ 74.2

合　計 33,249 3.7 43,786 13.6 23,543 △ 30.9

事　業
受注高 売上高 受注残高

金　額 前期比 金　額 前期比 金　額 前期比

（単位：百万円／％）

％ ％ ％
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構造改革の推進による事業基盤の強化
当社は，厳しい経営環境にあっても，安定

した事業基盤の構築を図るため，メンテナン

ス部門など今後も成長が期待される事業分

野へ，経営資源の重点配分・再配置を機動

的に実施してまいりました。今後も，この事業

規模に見合った「あるべき姿」の確立に向け

た事業運営を，引き続き推進してまいります。

受注の確保・拡大
厳しい経営環境の中で，受注案件を確

保・拡大するためには，まずお客様に対する

クイックレスポンスが基本と位置付けており

ます。当社は，この基本を実践するため，営

業マンとサービスエンジニアが一体となった

提案型の営業を積極的に展開してまいりま

したが，今後もこのような受注活動を引き続

き実施してまいります。

平成15年4月，ホイストクレーンなどの標

準機種において，販売・設計・調達など一貫

した機能を持たせた組織を新設いたしまし

た。これにより，標準機種のコスト競争力と

お客様に対する迅速な対応を実現し，市場

規模の大きい標準型天井クレーンや二・多

段式駐車装置などの受注拡大を図ってまい

ります。また，当社が納めさせていただいた

製品のカルテの整備をさらに充実するとと

もに，全国のネットワーク網とモバイル端末

を活用して，タイムリーな改修工事を提案し

てまいります。

営業の概況

パーキングについては，近々自社製品の販

売を開始する予定です。また，メンテナンス

事業では遠隔監視保守システムを本格的に

稼動させ，24時間体制の「パーキング・サポ

ート＆コントロール・センター（PaSCC）」の

運営と合わせて，効率的で迅速なメンテナ

ンス・サービスの強化を実施いたします。ま

た，駐車場の運営管理事業についても積極

的に拡大を図ってまいります。

クレーン事業においては，軽量化と操作

性の向上を実現した建築用新型クライミン

グクレーンJCC-Vシリーズの製品ラインナッ

プを一層充実させてまいります。

またコンベヤ事業においては，応用範囲の

広い曲走オートウェイの開発に注力しており，

既に初号機の製作に取り掛かっております。

当社といたしましては，こうした取り組みを

着実に実践し，安定した事業基盤の構築へ

向けて，全力を尽くしてまいる所存でありま

すので，株主のみなさまにおかれましては，

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。

コストダウンと採算性の向上
販売価格の低迷に対応するため，当社は

現在取り組んでいるコストダウン活動をス

ピードアップし，その効果を早期に実現して

まいります。設計部門がVE手法を駆使し，部

品点数の削減・標準化を進めるとともに，既

に効果をあげている中国・韓国からの海外

調達を拡大することにより，調達費用のさら

なる削減を図ります。また，工法の改善によ

る工期短縮を推進するなど，建設費用のコ

ストダウンにも注力してまいります。

一方，前期の新分野・大型工事における

大幅な採算性の悪化を教訓とし，工事を施

工するにあたり，初期計画の充実，いわゆる

「フロントローディング」を徹底しております。

受注前においては，案件の選別を実施する

とともに，潜在リスクの抽出を強化して，対

応策について充分な事前検討を行ない，ま

た受注後においては，最適なスケジュール

の早期作成を実施しております。今後もこの

ような対策を継続することにより，採算性の

向上に注力してまいります。

技術競争力の強化
当社は，「信頼される技術で，お客様に満

足いただける製品・サービスを提供し，社会

の発展に貢献する」ことを経営理念としてお

ります。この経営理念のもと，今後も製品品

質の維持・向上，新機種・新事業の創出，既

存機種の高付加価値化を推進してまいります。

全社的には平成15年4月，IT技術の製品

への積極的な応用を検討するため，開発部

内に専門グループを設置しました。このグ

ループは，IT技術を活用してお客様のニー

ズに合った付加価値の高い製品を創出し，

将来の事業の柱を構築する役割を担ってお

ります。

パーキング事業においては，新型の地下

式駐車装置の開発を進めており，このうち

従来，OEM供給を受けておりましたスクエア

2. 設備投資の状況

パーキング・物流機器の生産拠点である

沼津工場において，生産管理・物品管理の

効率化を目的としたレイアウトの変更を行な

い，半門型クレーンなどを新設いたしました。

またクレーンの生産拠点である安浦工場に

おいて，主要構造物のコストダウンと品質向

上を目的として，新型のパイプ自動切断機

を導入いたしました。

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，当期の設

備投資の総額は220百万円であります。

3. 会社が対処すべき課題

今後の見通しにつきましては，企業業績の

改善は見られるものの，先行きの景気の不

透明感から，設備投資の水準は当面低い状

況が継続するものと予想されます。

当社を取り巻く経営環境は，依然として厳

しい状況が続くと考えられますが，当社とい

たしましては，平成14年度の黒字化達成を

てことして，世の中の変化に即応した改善活

動により，安定した事業基盤の構築に全社

を挙げて注力してまいります。

▲二・多段式駐車装置

▲曲走オートウェイ

▲天井クレーン

●　　●
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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10年度�平成11年度�平成12年度� 平成14年度�

0

10,000

20,000

30,000

40,000

35,272

14,360

27,736 27,508

11,814 11,111

26,237

11,759

平成13年度�

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）

11,176

5,132

平成10年度�平成11年度�平成12年度� 平成14年度�
0

6,000

3,000

9,000

12,000

15,000
13,741

6,111

13,406 13,365

8,502

4,938

5,969

3,617

単位:百万円�

■中間期� ■通期�

平成13年度�

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，土地の有効利用をはかる垂
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）

1,427

2,936

平成13年度�

6,910

3,566

9,047

平成10年度�平成11年度�平成12年度� 平成14年度�
0

2,000

4,000

8,000

6,000

10,000

4,242

2,046

7,167

2,805

4,047

単位:百万円�

■中間期� ■通期�

26,237百万円�
●パーキングシステム事業�

合計　43,786百万円�

（59.9%）

9,047百万円�
●コンベヤ事業�

（20.7%）�
�

8,502百万円�
●クレーン事業�

（19.4%）�
�

平成13年度�

32,057

15,552

41,836

20,650

平成10年度�平成11年度� 平成14年度�
0

40,000

30,000

20,000

10,000

50,000

60,000

70,000

58,523

24,575

49,064

33,249

22,359

14,398

単位:百万円�

■中間期� ■通期�

平成12年度�

平成13年度�
▲2,677

▲1,680

▲350

122

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

平成10年度�平成11年度�平成12年度� 平成14年度�

単位:百万円�

■中間期� ■通期�

825

353

▲376

306

▲1,971

194

平成13年度�

38,540

18,366

47,784

21,129

平成10年度�平成11年度� 平成14年度�
0

10,000

20,000

30,000

70,000

60,000

50,000

40,000

53,256

22,518

48,310
43,786

19,557 18,942

単位:百万円�

■中間期� ■通期�

平成12年度�

平成13年度�

18,612
19,619

平成10年度�平成11年度�平成12年度� 平成14年度�

単位:百万円�

■中間期� ■通期�

0

10,000

20,000

30,000

24,377

24,609 22,402
24,785

18,957

18,240

21,642

22,303

平成13年度�
▲3,916

▲2,715

▲ 4,000

▲ 3,000

▲ 2,000

▲ 1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成10年度�平成11年度�平成12年度� 平成14年度�

1,834

586

1,450

▲319

404 316 350

▲518

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15年3月期）単位：百万円

■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13年度�

41,103

平成10年度�平成11年度� 平成14年度�
0

40,000

30,000

20,000

10,000

50,000

60,000

44,661

49,462

単位:百万円�

平成12年度�

49,012

40,804

■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 27,779 26,194

現金および預金 1,900 2,524

受取手形 1,145 1,160

売掛金 16,888 11,265

半製品 3 3

原材料・貯蔵品 619 604

半成工事 2,502 5,759

繰延税金資産 1,120 798

短期貸付金 3,300 3,800

その他 360 320

貸倒引当金 △ 61 △ 41

固定資産 13,024 14,908

有形固定資産 8,185 8,448

建物 1,539 1,622

構築物 219 218

機械および装置 562 613

車両運搬具 2 1

工具・器具および備品 143 103

土地 5,713 5,883

建設仮勘定 6 5

無形固定資産 415 1,275

電話加入権 36 36

施設利用権 1 1

技術使用権 81 955

ソフトウェア 295 281

投資等 4,423 5,184

投資有価証券 167 182

子会社株式 65 65

長期前払費用 28 18

繰延税金資産 2,534 3,306

敷金・保証金 774 761

投資不動産 424 436

その他 541 489

貸倒引当金 △ 112 △ 76

資産合計 40,804 41,103

科　　目
当　期 前　期

平成15年 平成14年
3月31日 3月31日

負債の部
流動負債 15.153 15,177
支払手形 5,947 6,618
買掛金 4,818 4,270
短期借入金 1,830 1,830
1年内返済予定長期借入金 500 —
未払金 493 512
未払法人税等 45 44
未払消費税等 196 177
前受金 117 508
賞与引当金 819 883
保証工事引当金 285 209
その他 98 122
固定負債 6,693 7,313
長期借入金 — 500
退職給付引当金 6,575 6,707
役員退職慰労引当金 94 101
その他 24 4
負債合計 21,847 22,490
資本の部
資本金 — 2,647
資本金 — 2,647
法定準備金 — 1,933
資本準備金 — 1,396
利益準備金 — 537
剰余金 — 14,019
任意積立金 — 14,649
固定資産圧縮積立金 — 288
別途積立金 — 14,361
当期未処理損失 — 629
（うち当期損失） — (2,677)
評価差額金 — 12
その他有価証券評価差額金 — 12
自己株式 — 0
資本合計 — 18,612
資本金 2,647 —
資本金 2,647 —
資本剰余金 1,396 —
資本準備金 1,396 —
利益剰余金 14,910 —
利益準備金 537 —
任意積立金 11,639 —
固定資産圧縮積立金 278 —
別途積立金 11,361 —

当期未処分利益 2,733 —
（うち当期利益） (353) —
株式評価差額金 3 —
その他有価証券評価差額金 3 —
自己株式 0 —
資本合計 18,957 —
負債・資本合計 40,804 41,103

科　　目
当　期 前　期

平成15年 平成14年
3月31日 3月31日

（単位：百万円）

科　　目
当　　期 前　　期

平成14年4月1日から 平成13年4月1日から
平成15年3月31日まで 平成14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 5,011百万円
投資不動産 89百万円

2. 子会社に対する短期金銭債権 14百万円
3. 子会社に対する長期金銭債権 132百万円
4. 子会社に対する短期金銭債務 204百万円
5. 支配株主に対する短期金銭債権 13,008百万円
6. 支配株主に対する短期金銭債務 135百万円
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 489百万円

9. 商法第290条第1項第6号に規定する純資産額 3百万円
10. １株当たり当期利益 12円19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。

財務諸表

貸借対照表 損益計算書

営業収益 43,786 38,540

売上高 43,786 38,540

営業費用 43,411 42,092

売上原価 38,678 37,639

販売費および一般管理費 4,732 4,453

営業利益又は営業損失（△） 375 △ 3,552

営業外収益 141 147

受取利息 8 7

受取配当金 5 6

土地建物等賃貸料 124 114

その他 4 18

営業外費用 167 511

支払利息 17 18

たな卸資産廃却損 — 176

その他 149 315

経常利益又は経常損失（△） 350 △ 3,916

特別利益 630 —

遊休固定資産売却益 630 —

特別損失 125 565

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 4 26

税引前当期利益又は税引前当期損失（△） 855 △ 4,482

法人税，住民税および事業税 45 44

過年度未払法人税等戻入額 — △ 36

法人税等調整額 456 △ 1,813

当期利益又は当期損失（△） 353 △ 2,677

前期繰越利益 2,379 2,161

利益による自己株式消却額 — 113

当期未処分利益又は当期未処理損失(△) 2,733 △ 629

損益計算書注記
1. 子会社との取引

営業取引高
売上高 34百万円
仕入高 745百万円
その他の営業取引高 85百万円

2. 支配株主との取引
営業取引高
売上高 21,737百万円
仕入高 19百万円
その他の営業取引高 549百万円

3. 研究開発費の総額 352百万円

（注）本貸借対照表および損益計算書の作成にあたり，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
当たり当期利益は，銭未満を四捨五入しております。
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利益処分および損失処理

財務注記

利益処分および損失処理・
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。
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。
過去勤務債務は，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費用処理しております。

数理計算上の差異は，各事業年度の発生時における従業員の平
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按分
した額をそれぞれ発生の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。

９．当事業年度より「商法施行規則」（平成14年３月29日　法務省令第22
号）に基づいて，計算書類等を作成しております。

10．当事業年度より「１株当たり当期純利益に関する会計基準」を適用して
おります。
なお，当事業年度において，前事業年度と同じ方法によった場合の１株
当たり当期利益は，12円44銭となります。

重要な会計方針

当期未処分利益 2,733,673,581
任意積立金取崩額
固定資産圧縮積立金取崩額 8,888,790

合計 2,742,562,371
利益処分額

利益配当金 142,286,905
（1株当たり5円）
役員賞与金 6,974,400
（うち監査役賞与金） （1,164,000）
任意積立金
固定資産圧縮積立金 4,896,000

次期繰越利益 2,588,405,066

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

科　　目
当　　期 前　　期

平成14年4月1日から 科　　目 平成13年4月1日から
平成15年3月31日まで 平成14年3月31日まで

株式の状況（平成15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
3,148名

■所有者別株式分布

■大株主 （単位：持株数=千株／比率=％）

（注）議決権比率は，小数点第2位未満を切り捨てて表示しております。

（注）利益配当金は，自己株式2,610株分を除いております。

株主名 持株数 議決権比率

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
時田 一弘
岩崎電氣株式会社
株式会社みずほコーポレート銀行
石川島運搬機械役員持株会
株式会社 三井住友銀行
日本興亜損害保険株式会社
日新火災海上保険株式会社

19,059 67.56
1,486 5.27

400 1.42
378 1.34
131 0.46
109 0.39
66 0.23
59 0.21
55 0.19
55 0.19
55 0.19

2,941名�
●個人・その他　7,812千株�

（27.46%）

8名�
●証券会社　34千株�

（0.12%）

11名�
●外国法人・個人　473千株�

（1.66%）
172名�
●事業法人など　19,701千株�

（69.22%）�
�

16名�
●金融機関　439千株�

（1.54%）�
�

■所有株数別株式分布

5,122千株�
●1千株以上1万株未満�

（18.00%）

1,019千株�
●10万株以上100万株未満�

（3.58%）

1,744千株�
●1万株以上10万株未満�

（6.13%）
20,545千株�
●100万株以上�

（72.19%）�
�

29千株�
●1千株未満�

（0.10%）�
�

利益処分 損失処理 （単位：円）
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会社概要（平成15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 1,140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／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 牧　野　正三郎
常 務 取 締 役 中　村　勝　行
取　　締　　役 斉　藤　毅　夫
取　　締　　役 岡　野　　　茂
取　　締　　役 有　泉　　　弘
取　　締　　役 太　田　和　彦
取　　締　　役 堀　内　　　守
取　　締　　役 大　澤　勝　次
取　　締　　役 田　中　秋　峰
常 勤 監 査 役 星　　　伊世夫
監　　査　　役 内　野　隆　雄
監　　査　　役 井　原　信　行

関係会社

札幌第1／札幌第2／青森／秋田／盛岡／仙台／宇都宮／埼玉第1／

埼玉第2／新潟／千葉／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／

横浜第1／横浜第2／横須賀／藤沢／静岡／熱海／岡崎／

名古屋第1／名古屋第2／津／富山／金沢／福井／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／枚方／奈良／

広島第1／広島第2／呉／高松／高知／松山／北九州／福岡／大分／

熊本／鹿児島／沖縄（全国56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/person/p_06.html

商法改正にともなう株券失効制度のご案内

株券を喪失（紛失・盗難・焼失など）した場合，喪失した株券を無効にした後に，再発

行をお受けできることとなっております。従来は簡易裁判所に公示催告の申し立てを行

ない，除権判決を受けた後に再発行する取扱いでありましたが，「商法等の一部を改正す

る法律（平成14年法律第44号）」が平成15年4月1日に施行されたことにより，株券は

公示催告制度から除外され，株券失効制度が創設されました。

この制度により，株券を喪失された方は，名義書換代理人あてに喪失した株券内容な

どの喪失登録簿への記載をお申し出いただければ，原則として記載された日の翌日か

ら起算して１年経過後に喪失株券は無効となり，株券の再発行をご請求いただくことが

できるようになりました。

お手続きの詳細につきましては名義書換代理人あてにご照会ください。 以上
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