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株主の皆様には，ますますご清祥のこ

ととお喜び申しあげます。

ここに第32期（平成15年4月1日から平

成16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。

当期のわが国経済は，イラク戦争や

SARSなどの影響を受けたものの海外，

とりわけ米国を中心とする世界経済が持

ち直したことや中国を中心とする東アジ

ア諸国の対米輸出の増加が，わが国の

鉱工業製品の増加につながりました。し

かしながら，当社を取り巻く経営環境は，

民間の設備投資が増加傾向にあるにも

かかわらず，販売価格の水準は依然とし

て低迷したまま終始いたしました。

このような環境の中，当社は平成15年

度において「安定した事業基盤の構築を

図り，収益重視の経営」をスローガンに全

社を挙げて様々な活動に取り組んでまい

りました。

具体的には，バリアフリー対応の機械式

駐車装置の開発や，世界初となる「ゴムベ

ルト式曲走型動く歩道（曲走オートウェイ）」

の投入に見られますように，社会の要請と

お客様のニーズにあった新製品の投入，あ

るいは採算性を重視した選別受注の徹底

と提案型営業の推進，さらには昨年来か

ら引き続き行われている中国・韓国を中心

とする海外調達，建設費のコストダウンな

どの諸施策を積極的に進めてまいりました。

その結果，当期の売上高は34,208百万

円となり，損益面におきましては，経常利

益で858百万円を確保し，前期に引き続

き黒字化を達成することができました。ま

た，旧鳩ヶ谷工場跡地の譲渡にともなう

売却益238百万円を特別利益に，退職給

付会計による償却費と関係会社株式など

の評価損185百万円をそれぞれ特別損失

に計上した結果，当期の純利益は320百

万円となりました。これを受け，当期末の配

当金につきましては，普通配当3円と当社

設立30周年の記念配当として4円の合計

7円となり，中間配当金の3円と合わせて10

円の年間配当を行なうことができました。こ

れもひとえに株主のみなさまの暖かいご支

援とご理解のたまものと感謝しております。

平成16年度につきましても，当社を取

り巻く経営環境は昨年にも増して変化す

ることが予想されますが，こうした変化に

即応した改善活動のスピードアップを緩め

ることなく，引き続き安定した事業基盤の

構築のため，以下の施策に全社を挙げ

て取り組んでまいります。

●構造改革の推進による事業基盤の強化

成長が期待される事業分野へ，経営資

源の重点配分・再配置の継続的な実施，

とりわけメンテナンス事業を経営の中心に

とらえ重点的に経営資源を投入する一

方，競争力強化のため，生産拠点につい

ても海外を含め検討・実施してまいります。

●受注の確保・拡大

今後は，大型揚運炭コンベヤ設備の需

要は多くを期待できない状況にありますの

で，これに代わる機種の受注の確保・拡

大にむけて，少数精鋭で効率的な営業

体制を整え，提案型の営業を展開してま

いります。

具体的にはクレーン事業では，クレーン

製品のラインナップの充実や新技術を駆

使した曲走オートウェイの受注確保，老朽

化が進んだ荷役設備の更新需要の掘り

起こしに，またパーキングシステム事業で

は人にやさしいバリアフリー対応の駐車

装置の普及に努める一方，既設駐車装

置については，急増するミニバン車への対

応プランを積極的に推進してまいります。

●中国市場への進出

当期において設立した中国における合

弁会社を拠点として，機械式駐車装置の

販売・設計・製造・メンテナンス事業を中

国国内で展開してまいります。

●コストダウンの推進と採算性の向上

調達費の削減を図るため，上海連絡

員事務所や中国に設立した合弁会社な

どを通した海外調達のさらなる推進を進

める一方，建設費についても引き続き工

法の改善や工期の短縮に積極的に取り

組み，採算性の向上と低価格化への対

応を図ってまいります。

● 新事業・新製品の創出と技術競争力の強化

当期においては，特殊構造の搬送ベル

競争力ある企業体質づくりに全力をあげ，安定した事業基盤の構築に邁進します

A Resource for Investors — 1

株主のみなさまへ

代表取締役社長　大内章

Top Message
株主のみなさまへ

トの採用により従来困難とされていた動く

歩道の曲走などを実現してまいりました。

今後も，機械式駐車装置における遠隔操

作技術の強化やセンサー技術の確立，

高層ビル建築の短納期化に対応したフ

ロアクライミング式クレーンの創出などを通

じて，ワンランク上の製品づくりを目指すと

ともに，お客様のニーズに合った既存機

種の高付加価値化を推進してまいります。

以上のような各種施策を的確にかつ確

実に実行することにより，平成１６年度も

引き続き黒字体質を維持し，さらなる安

定した事業基盤の構築に全社を挙げて

取り組み，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。
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トピックス

中国に機械式駐車装置の合弁会社を設立1

平成16年3月，中国市場向けの機械

式駐車装置の設計，製造，販売および

アフターサービスを行なう合弁会社「杭

州西子石川島停車設備有限公司（中国

浙江省杭州市）」を設立いたしました。パ

ートナーは中国の大手機械メーカー「杭

州西子孚信科技有限公司」と，台湾の大

手重電メーカー「東元電機股　有限公

司」です。パーキングシステムのノウハ

ウを持つ当社と中国市場に精通した二

社との協力によって競争力のある製品

を供給できると考えております。また，

合弁会社から機械式駐車装置の部品を

調達し，国内市場におけるコスト競争力

も高めてまいります。

IUK
Topics

▲杭州西子石川島停車設備有限公司外観

▲合弁調印式

世界初，
曲がる「動く歩道」完成

2

平成16年3月，当社は「まつもと市民芸術館」（長

野県松本市）に，世界初の「ゴムベルト式曲走型

動く歩道（曲走オートウェイ）」を完成させました。本機

はホール壁面に沿って設置されており，これまでに

ない高いデザイン性を実現しております。特殊な構

造の搬送ベルトの使用により，全長45ｍ，曲率半径

83ｍ，傾斜角約10°という，これまで不可能だった

立体的な曲走を可能にいたしました。昇降部には車

椅子の使用も可能なようにバリアフリーへの配慮も

盛り込まれております。

NJC（ニュー・ジブ・クレーン）3

昨年度より市場に投入した新型のロープバラン

ス式水平引込クレーンは，新たに“NJC（ニュー・ジ

ブ・クレーン）”の名称で営業活動を展開しておりま

す（写真はJC－9600N）。本機種は画期的な吊り

荷の安定化機能を備えており，既存の造船・一般

産業用クレーンのリニューアル用としてこれまでに

四基の実績があります。お客様からも好評を戴い

ており，今後のさらなる拡販が期待されております。
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営業の概況（ ）平成15年4月1日から
平成16年3月31日まで

いては，中国からの調達拠点として上海に連

絡員事務所を開設するなど，海外調達によ

るコストダウンを積極的に進めてまいりまし

た。またメンテナンス事業の推進を図ること

により，安定した収益性の確保に努めてま

いりました。この結果，採算性は大幅に向上

し，経常利益は858百万円（前期比145.0%

増）と大幅な増益となりました。さらに旧鳩ヶ

谷工場跡地の譲渡にともなう売却益238百

万円を特別利益に，退職給付会計による償

却費と関係会社株式などの評価損185百万

円を特別損失にそれぞれ計上したことによ

り，当期純利益は320百万円（前期比9.4%

減）となりました。

事業別の状況は，次のとおりであります。

受注高は，標準型駐車装置本体のうちエ

レベータパーキング案件が増加したことによ

り，23,906百万円（前期比6.6%増）となりま

した。

売上高は，大規模地下駐車装置の売上計

上がなかったため，22,841百万円（前期比

12.9%減）となりました。

受注高は，民間設備投資需要の緩やかな

回復を受けて，当社の主力機種であるジブ

クレーンや改修工事の受注が順調に推移し

たことにより，9,655百万円（前期比5.4%増）

となりました。

売上高は，物流関連機器・天井クレーンで

前期実績を下回ったものの，ジブクレーンの

増加がこれを補い，8,486百万円（前期比

0.2%減）とほぼ前期並みの水準となりました。

受注高は，電力関連設備投資の削減によ

り大規模揚運炭コンベヤ案件が大幅に減少

パーキングシステム事業

クレーン事業

コンベヤ事業

▲車椅子用オートリフト

1. 営業の経過および成果

当期のわが国経済は，イラク戦争やSARS

などの影響から一時的に踊り場局面に入り

ましたが，米国など世界経済の回復を契機

として，輸出の伸長により生産が持ち直し，

再び景気の回復力が高まる状況で推移い

たしました。特に米国経済が予想以上に力

強い回復を示しており，これにともない中国

を中心とした東アジア諸国の対米輸出の増

加が，間接的にわが国の鉱工業出荷の増加

につながりました。一方，当社を取り巻く経

営環境は，景気の回復基調に合わせて民間

の設備投資需要が少しずつ増加する傾向を

示しましたが，販売価格の水準はデフレ経済

の影響が尾を引き，依然として低迷したまま

終始いたしました。

このような環境の中，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，社会の要請とお客様のニーズに合っ

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34,455百万円（前期比3.6%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

工事がピークを越え，工事進行基準による

売上が減少したことや，採算性を重視した選

別受注の徹底により，34,208百万円（前期

比21.9%減）となりました。

この結果，当期末の受注残

高は23,791百万円（前期比

1.1%増）となりました。

損益面につきましては，

販売価格の低迷に対応す

るため，選別受注を徹底し，

調達費と建設費の削減を

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。特に調達費の削減につ

す。しかし一方で鋼材価格の高騰などコスト

アップ要因も考えられることから，当社といた

しましては，今後も世の中の変化に即応した

改善活動のスピードを緩めることなく，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。

構造改革の推進による事業基盤の強化
当社は，成熟した事業分野から成長が期

待される事業分野へ，経営資源の重点配

分・再配置の継続的な実施を通じて，事業規

模に見合った「あるべき姿」の確立を今後も

推進してまいります。特にメンテナンス事業を

経営の中心に据えて，重点的に経営資源を

投入することにより，安定した事業基盤の構

築を図ってまいります。また，販売価格の低迷

に対しては海外調達を軸としたコストダウン

活動で対応しておりますが，国内の生産拠点

についても組織改訂を含めた施策の着実な

実施により，一層の競争力強化に努めてま

いります。

受注の確保・拡大
電力会社の設備投資削減により，石炭火

力発電所向け揚運炭コンベヤの大型案件は

当分の間見込めない状況にあります。従って，

安定的な事業基盤を構築するためには，そ

の他の機種の受注を確保・拡大することが

より一層重要な課題となります。当社は，コ

ンベヤ事業の縮小を補うために，お客様の

ニーズを的確にとらえて，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

展開をさらに強化してまいります。

したため，893百万円（前期比46.3%減）とな

りました。

売上高は，石炭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越え，工事進

行基準による売上が減少したことにより，

2,880百万円（前期比68.2%減）となりました。

当期における事業別の受注高・売上高は，

次のとおりであります。

2. 設備投資の状況

CADの推進による設計力強化や，情報の

共有化による事務合理化を図るため，全社

のパーソナルコンピュータについて計画的な

更新・導入を実施し，近年のITに対応する基

盤整備を行ないました。

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183百万円であります。

3. 会社が対処すべき課題

今後の見通しにつきましては，デフレ経済

の影響が色濃く残るものの，海外経済の順

調な回復や企業業績の改善にともなう設備

投資の増加により，景気は緩やかながら回復

基調で推移するものと考えられます。

当社を取り巻く経営環境は，依然として販

売価格の低迷は続くものの，自動車産業や

造船業など製造業を中心として能力増強に

ともなう設備投資需要の増加が見込まれま

営業の概況

パーキングシステム 23,906 6.6 22,841 △ 12.9

クレーン 9,655 5.4 8,486 △ 0.2

コンベヤ 893 △ 46.3 2,880 △ 68.2

合　計 34,455 3.6 34,208 △ 21.9

事　業
受注高 売上高

金　額 前期比（％） 金　額 前期比（％）

（単位：百万円）

▲壁画付タワーパーキング
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の進んでいる荷役設備の更新需要が今後回

復に向かうことが予想されることから，お客様

に対する提案営業を積極的に展開し，このビ

ジネスチャンスを逸することなく確実に受注

に結び付けてまいります。

中国市場への進出
国内の機械式駐車装置市場は，今後大幅

な拡大が望めない状況にあります。一方，驚

異的な経済発展を続けている中国では，近

年乗用車の普及台数が急速に増加しており，

都市部を中心に駐車場整備に対する需要が

ますます増大する傾向にあります。2008年の

北京オリンピック，2010年の上海万博と国家

を挙げての大きなイベントも予定されており，

今後中国が機械式駐車装置の巨大な市場

になると見通しております。当社はこの大きな

ビジネスチャンスをとらえ，このたび中国企

業・台湾企業との合弁で中国杭州市に新会

社「杭州西子石川島停車設備有限公司」を

設立いたしました。この新会社をパーキング

システム事業の中国進出の拠点と位置付け

て，当社が長年培ってきた技術を活かし，エ

レベータパーキング，二・多段式など機械式

駐車装置の販売・設計・製造・メンテナンス

事業を展開してまいります。

営業の概況

の確立を鋭意進めております。開発を進め

ておりました新型の地下式駐車装置スクエ

アパーキングについては，平成15年度より

販売を開始いたしました。

クレーン事業においては，建築用新型クラ

イミングクレーンの製品ラインナップの充実

を図っており，軽量化と操作性の向上を実現

したJCC-Vシリーズや，高層ビル建築の短

納期化に対応したフロアクライミング方式の

新機種を手掛けてまいります。また，荷役設

備の余寿命診断技術の確立に注力し，お客

様の設備に対する的確な予防保全を実現し

てまいります。

コンベヤ事業においては，このほど松本市

の「まつもと市民芸術館」内に，世界で初め

てゴムベルト式曲線タイプのオートウェイ（動

く歩道）を完成させました。特殊構造の採用

により困難とされていた搬送ベルトの曲走を

実現したもので，今後のコンベヤ事業の柱と

して位置付けております。

当社といたしましては，全社を挙げた改善

活動の推進やメンテナンス事業の強化など

を通じて，安定した事業基盤の構築にまい進

す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。

コストダウンの推進と採算性の確保
当社は，調達費と建設費の削減を軸とし

たコストダウンに全社を挙げて取り組んでま

いりました。調達費の削減については，平成

15年度に中国調達の拠点として上海連絡員

事務所を開設するなど，海外調達推進のた

めの環境整備に注力してまいりました。また

建設費の削減については，工法の改善や工

期の短縮を積極的に推進し，採算性の向上

に努めてまいりました。しかし，今般の鋼材価

格の高騰が販売価格に反映されるまでには

相応の時間を要するため，当社は現在取り

組んでいるコストダウン活動をさらに推進し

ていく必要があると考えております。特に調達

費の削減については，標準型駐車装置や天

井クレーンを中心に海外調達対象品目の拡

大を図ってまいります。また，世の中の新しい

技術動向に注視し，それを積極的に応用・活

用することにより，低価格化への対応を図っ

てまいります。

新事業・新製品の創出と技術競争力の強化
当社は運搬機械とパーキングシステムの

リーディングカンパニーとして確固たる地位

を築いてまいりましたが，将来的な展望を踏

まえて新事業・新製品に対する取り組みをさ

らに推進いたします。基礎技術の競争力強化

を図り，世界に通用する技術を構築すること

により，ワンランク上の製品とサービスの提

供を目指してまいります。現在，開発部を中

心に新技術，特にITの探求や応用に注力し

ており，お客様のニーズに合った既存機種の

高付加価値化を通じて，将来の事業の柱を

構築してまいります。

パーキングシステム事業においては，既に

24時間体制でサービスを開始しております

リモートメンテナンスについて，その対象範

囲を拡大するため，遠隔操作技術の強化に

努めております。また，将来の駐車場無人運

用システムの構築を目指して，センサー技術

パーキングシステム事業においては，従来

のエレベータパーキングに搬送装置を組み

込んだ新機種の販売を開始しておりますが，

このたび（社）立体駐車場工業会よりバリア

フリー対応機種の第1号として認定を受けま

した。この駐車装置は内部に利用者が入ら

ずに，隣接されたバース部に車を置くだけで

入出庫が可能となっており，高齢者の方にも

安心して利用いただけます。今後もバリアフ

リーを求める社会のニーズに応えて，人に優

しい機械式駐車装置の普及に努めてまいり

ます。また，既設のタワーパーキングについ

て，普及の進むミニバンの収容を可能とする

リフレッシュプランの拡販を推進し，お客様の

駐車場稼動状況の向上を図ってまいります。

クレーン・コンベヤ事業においては，今後

クレーン機種に軸足を置いた受注の確保・

拡大が喫緊の課題となります。この問題に対

応するため，平成16年4月の組織改訂でク

レーン・コンベヤ本体営業と改修営業の統

合を実施し，営業マンの多能職化を図るこ

とにより少数精鋭で効率的な営業活動を実

現してまいります。また，不況の影響で老朽化

▲新型クレーンJCC-V600S

▲バリアフリー対応のパーキング

ミニバン改造工事のご案内
http://www.iuk.co.jp/support/minivan.htm

▲
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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

22,841

平成11年度�平成12年度� 平成14年度�
0

10,000

20,000

30,000
27,736 27,508

11,814
11,111

26,237

11,759
10,340

平成15年度�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

13,406 13,365

8,502 8,486

4,938

5,969

3,617

平成15年度�

3,580

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 2,880

平成13年度�

6,910

3,566

9,047

平成11年度�平成12年度� 平成14年度�

946

平成15年度�
0

2,000

4,000

8,000

6,000

10,000

7,167

2,805

4,047

単位:百万円�

■中間期� ■通期�

22,841百万円�
●パーキングシステム事業�

合計　34,208百万円�

（66.8%）�
�

2,880百万円�
●コンベヤ事業�

（8.4%）�

8,486百万円�
●クレーン事業�

（24.8%）�

平成13年度�

32,057

15,552

41,836

20,650

平成11年度� 平成14年度�
0

40,000

30,000

20,000

10,000

50,000 49,064

33,249 34,455

22,359

14,398

平成15年度�

15,338

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

▲3,000

▲2,000

▲1,000

0

1,000

2,000

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�

353 320

▲376

▲1,971

194

平成15年度�

140

平成13年度�

38,540

18,366

47,784

21,129

平成11年度� 平成14年度�
0

10,000

20,000

30,000

50,000

40,000

48,310

43,786

34,208

19,557 18,942

平成15年度�

14,867

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

22,402
24,785

18,957 19,068

18,240

平成15年度�

18,975

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11年度�平成12年度� 平成14年度�平成15年度�

1,450

▲319

404 316 350
858

▲518

442

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16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

■当期純利益

41,103

49,462 49,012

38,263
40,804

平成13年度�平成11年度� 平成15年度�
0

40,000

30,000

20,000

10,000

50,000

60,000 単位:百万円�

平成12年度� 平成14年度�

■総資産 ■株主資本■コンベヤ事業売上高

事業別の動向・
財務ハイライト
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経
常
損
益
の
部

特
別
損
益
の
部

営
業
損
益
の
部

営
業
外
損
益
の
部

資産の部

流動資産 25,641 27,779

現金および預金 1,127 1,900

受取手形 499 1,145

売掛金 11,497 16,888

半製品 0 3

原材料・貯蔵品 648 619

半成工事 2,550 2,502

繰延税金資産 835 1,120

短期貸付金 8,200 3,300

その他 353 360

貸倒引当金 △ 72 △ 61

固定資産 12,622 13,024

有形固定資産 6,964 8,185

建物 1,445 1,539

構築物 209 219

機械および装置 494 562

車両運搬具 4 2

工具・器具および備品 192 143

土地 4,600 5,713

建設仮勘定 18 6

無形固定資産 385 415

電話加入権 36 36

施設利用権 1 1

技術使用権 65 81

ソフトウェア 282 295

投資その他の資産 5,272 4,423

投資有価証券 202 167

関係会社株式 65 65

長期前払費用 26 28

繰延税金資産 2,255 2,534

敷金・保証金 753 774

投資不動産 1,516 424

その他 557 541

貸倒引当金 △ 105 △ 112

資産合計 38,263 40,804

科　　目
当　期 前　期

平成16年 平成15年
3月31日 3月31日

負債の部

流動負債 11,909 15,153

支払手形 4,246 5,947

買掛金 3,789 4,818

短期借入金 1,730 1,830

1年内返済予定長期借入金 — 500

未払金 490 493

未払法人税等 45 45

未払消費税等 265 196

前受金 59 117

賞与引当金 828 819

保証工事引当金 247 285

その他 207 98

固定負債 7,285 6,693

長期借入金 600 —

退職給付引当金 6,609 6,575

役員退職慰労引当金 49 94

その他 26 24

負債合計 19,194 21,847

資本の部

資本金 2,647 2,647

資本金 2,647 2,647

資本剰余金 1,396 1,396

資本準備金 1,396 1,396

利益剰余金 14,996 14,910

利益準備金 537 537

任意積立金 11,635 11,639

当期未処分利益 2,823 2,733

株式等評価差額金 30 3

自己株式 △ 1 0

資本合計 19,068 18,957

負債・資本合計 38,263 40,804

科　　目
当　期 前　期

平成16年 平成15年
3月31日 3月31日

（単位：百万円）

科　　目
当　　期 前　　期

平成15年4月1日から 平成14年4月1日から
平成16年3月31日まで 平成15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 5,237百万円
投資不動産 86百万円

2. 関係会社に対する短期金銭債権 7,716百万円
3. 関係会社に対する長期金銭債権 110百万円
4. 関係会社に対する短期金銭債務 361百万円
5. 保証債務等
従業員の金融機関借入金に対する保証 474百万円

6. 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。

7. 商法施行規則第124条第３号に規定する純資産の増加額 30百万円

財務諸表

貸借対照表 損益計算書

営業収益 34,208 43,786

売上高 34,208 43,786

営業費用 33,365 43,411

売上原価 28,729 38,678

販売費および一般管理費 4,635 4,732

営業利益 843 375

営業外収益 191 141

受取利息 16 8

受取配当金 6 5

土地建物等賃貸料 134 124

その他 33 4

営業外費用 175 167

支払利息 17 17

その他 158 149

経常利益 858 350

特別利益 238 630

投資不動産売却益 238 —

遊休固定資産売却益 — 630

特別損失 185 125

退職給付会計基準変更時差異償却 120 120

関係会社株式評価損 57 —

その他 6 4

税引前当期純利益 911 855

法人税，住民税および事業税 45 45

法人税等調整額 545 456

当期純利益 320 353

前期繰越利益 2,588 2,379

中間配当額 85 —

当期未処分利益 2,823 2,733

損益計算書注記

1. 関係会社との取引
営業取引高
売上高 12,001百万円
仕入高 763百万円
その他の営業取引高 477百万円

2. １株当たり当期純利益 11円03銭
3. 研究開発費の総額 353百万円

（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株当たり当期純利益は，銭未満を四捨五入しております。

IUK32期事業報告書_0608PDF  04.6.8 7:54 PM  ページ 13



12 — A Resource for Investors

会社概要（平成16年3月31日現在）

■ 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 1,082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

上海連絡員事務所

海外事務所

代表取締役社長 大　内　　　章
取　　締　　役 岡　野　　　茂
取　　締　　役 島　野　修　至
取　　締　　役 荻　山　圀　守
取　　締　　役 丸　山　正　和
取　　締　　役 平　沼　朋　一
取　　締　　役 伊　藤　　　誠
取　　締　　役 神　林　　　隆
取　　締　　役 印　牧　芳　之
取　　締　　役 田　中　秋　峰
常 勤 監 査 役 内　野　　　雄
監　　査　　役 内　藤　　　潔
監　　査　　役 星　井　　　勤

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

株式の状況（平成16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
3,007名

■大株主 （単位：持株数=千株／比率=％）

※株数は千株単位で四捨五入

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

岩崎電氣株式会社

シビーニューヨーク エスエイピーエヌシー

エイエックスエイローゼンバーグ ジャパン

スモールキャプ ファンド

ピクテ アンド シエ

19,058 67.51

1,630 5.77

400 1.42

281 1.00

109 0.39

98 0.35

97 0.34

■所有者別株式分布

14名（2.09%）�
�

●外国法人・個人�
　596千株�

5名（0.04%）�
●証券会社 12千株�

13名（1.49%）�

●金融機関�
423千株�

2,820名（27.26%）�

●個人・その他�
7,757千株�

155名（69.12%）�
�

●事業法人など�
19,671千株�

■所有株数別株式分布

4,895千株�
●1千株以上1万株未満�

（17.19%）�
�

791千株�
●10万株以上100万株未満�

（2.78%）�

2,055千株�
●1万株以上10万株未満�

（7.22%）�
�20,689千株�

●100万株以上�

（72.70%）�

30千株�
●1千株未満�

（0.11%）�

キャッシュ・フロー計算書

利益処分

当期未処分利益 2,823,521,049 2,733,673,581
任意積立金取崩額
固定資産圧縮積立金取崩額 8,450,209 8,888,790

合計 2,831,971,258 2,742,562,371
利益処分額

利益配当金 199,168,767 142,286,905
1株当たり 7 円 5 円

（普通配当　3 円） （普通配当　5 円）
（設立30周年記念配当　4 円） —

役員賞与金 6,757,000 6,974,400
（うち監査役賞与金） （1,684,000） （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 2,626,045,491 2,588,405,066

科　　目 当　　期 前　　期
平成16年6月25日 平成15年6月27日

（注）1. 日付は株主総会承認年月日であります。
2. 平成15年12月10日に85,367,889円（１株当たり3円）の中間配当を実施いたしました。

（単位：円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,365 △ 1,629

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4 506

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 233 0

現金および現金同等物の期末残高 9,327 5,200

科　　目 当　　期 前　　期
平成15年4月1日から平成16年3月31日まで 平成14年4月1日から平成15年3月31日まで

（単位：百万円）

キャッシュ・フロー計算書・利益処分・
株式の状況・会社概要
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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

〒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

［お知らせ］
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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