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株主・投資家のみなさまへ

TopMessage

代表取締役社長 小田原敬二

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。平素

より格別のご理解とご支援を賜り厚くお礼申しあげます。ここに第33期の

事業報告書（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）をお届けするに

あたり，謹んでご挨拶申しあげます。

当期末の利益配当金につきましては1株当たり3円とし，中間配当の3円

と合わせて1株当たり合計6円の年間配当といたしましたことをご報告いた

します。以下，当期の営業の概況についてご説明いたします。

営業の経過および成果

当期のわが国経済は，企業の設備投資

や輸出の好調などに牽引され，上場企業

を中心に企業業績が回復基調を見せてお

り，国内株価も安定的に推移しております。

しかしながら，原油価格や原材料価格

の高騰といった不安材料を抱え，また台風

や地震といった自然災害の発生などの影

響，デフレ経済の継続や不透明な国際情

勢なども懸念され，国内経済の先行きに対

しては依然慎重に対処していく必要があり

ます。

このような状況の中，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36,552百万円（前期比6.1%増）を確

保することができました。

一方，売上高は，国内コンベヤ工事の売

上減少に替わる他の機種の売上増加によ

り，33,995百万円（前期比0.6%減）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，引き続き選別受注を徹底

し，中国をはじめとする海外調達による調

達費削減や建設費削減を軸としたコストダ

ウン活動や，経費削減に全社を挙げて注

力してまいりました。またメンテナンス事業

の推進を図ることにより，安定的な収益性

の確保に努めてまいりました。

しかしながら，鋼材価格高騰の影響や，

コストダウン効果を超える勢いで進む販売

価格低下の影響を受け，経常利益は665

百万円（前期比22.5%減）となりました。さら

に退職給付会計による償却費などを特別

損失に計上したことにより，当期純利益は

250百万円（前期比21.8%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，採算性の向上を目的とした選

別受注の推進による標準型駐車装置本体

の減少があったものの，改修工事や二・多

段式駐車装置本体の増加などでこれを補

い，24,043百万円（前期比0.6%増）となりま

した。

売上高は，改修工事の増加に加えて大

規模地下駐車装置の売上計上もあり，

23,562百万円（前期比3.2%増）となりました。

受注高は，とりわけ物流関連機器と天井

クレーンが好調に推移したことにより，

11,882百万円（前期比23.1%増）となりま

した。

売上高は，全てのクレーン機種において

前期実績を上回り，9,293百万円（前期比

9.5%増）となりました。

クレーン事業

パーキングシステム事業

エレベータパーキング

ロープバランス式水平引込みクレーン
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構築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

事業基盤の再構築

これまで，当社は親会社である石川島

播磨重工業株式会社と，パーキングシステ

ム事業，クレーン事業およびコンベヤ事業

の各セグメントにおいて，その機種ごとある

いは所掌領域ごとに分担してそれぞれが

事業活動を行なってまいりました。今般，将

来にわたる安定した事業基盤を構築して

いくため，これら事業を一体化し，多様化

するお客様のニーズへのスピーディーな対

応となお一層の効率化を図るため，石川

島播磨重工業株式会社から当社への自

走式駐車装置を除く当該事業の営業譲渡

について，平成17年2月に基本合意し，平

成17年10月の実行に向けて準備に取り組

んでまいります。

また，成長が期待される事業分野への

経営資源の重点配分・再配置を，今後とも

継続して実施してまいります。特にメンテナ

ンス事業については，重点的に経営資源

を投入することにより，事業の維持・向上を

図ってまいります。さらに，海外調達の強化

を図っていく一方，生産技術の伝承という

役割にも充分配慮しながら，国内生産拠

点の競争力の強化に向けた改革を進めて

まいります。

受注の確保・拡大

事業の根幹である受注の確保は，企業

の生命線であると言っても過言ではありま

せん。受注の確保があって，初めて様 な々

コストダウンや効果的な調達が可能になり

ます。電力会社の新規設備投資削減の影

響により，大規模揚運炭コンベヤ案件が当

分見込めない状況下にあって，当社はコン

ベヤを除く機種の受注の確保・拡大に向

けて，これまで以上に，あらゆる側面から積

極的に取り組んでまいります。

例えば，営業マンとサービスエンジニア

が一体となり，お客様のニーズに合致した

提案型営業の強化に努め，市場動向を分

析し，重点機種の絞り込みを行なうなど，

当社の特長を活かした自主自立の営業活

動を推進し，新規顧客の開拓に取り組ん

でまいります。また，組織的な営業活動を

展開し，他社より一歩先んじてお客様の

ニーズを把握し，設計・製造段階でこれを

製品に反映させ，販売後のアフターサービ

スをきめ細かく行なうなど，受注の確保に向

けてあらゆる努力を実践してまいります。

受注高は，626百万円（前期比29.9%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の減少により，1,139

百万円（前期比60.4%減）となりました。

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 設備投資の状況

コストダウンや性能改良・改善を目的とし

たエレベータパーキングのテストタワーを沼

津工場の敷地内に建設し，新型駆動装置

のテストを実施いたしました。

また，全社のパーソナルコンピュータなど

情報機器の計画的な更新・導入を実施

し，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

の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222百万円となりました。

会社が対処すべき課題

今後の見通しにつきましては，国内経済

は依然先行き不透明な状況にあり，当社

を取り巻く経営環境の厳しさも変わりなく，

ここ数年の市場規模の縮小や各種改善

活動を上回る勢いで進む主要製品価格の

下落は，もはや一過性ではなく，今後も継

続する構造的な課題として認識する必要

があります。また中国景気の過熱に端を発

する昨年来の鋼材価格の上昇は,収益の

確保をより一層困難なものにしております。

このような状況の中，当社といたしまして

は，引き続き将来に向けた事業基盤の再

パーキングシステム 24,043 0.6 23,562 3.2 16,651 3.0

クレーン 11,882 23.1 9,293 9.5 9,629 36.8

コンベヤ 626 △29.9 1,139 △60.4 66 △88.5

合　計 36,552 6.1 33,995 △0.6 26,348 10.7

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（％）
事　　業

（単位：百万円）

TopMessage

■事業別売上高／構成比�

パーキングシステム事業�
23,562百万円�
69.3%

コンベヤ事業�
1,139百万円�
3.4%

合計　33,995百万円�

クレーン事業�
9,293百万円�
27.3%

自動倉庫用ラックパッククレーン
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株主・投資家のみなさまへ・News Flash

収益性の確保

当社はこれまで，中国をはじめとする海

外調達の拡大による調達費削減，工期短

縮および工法改善の推進による建設工事

費の削減を軸としたコストダウン活動に，全

社を挙げて取り組んでまいりました。しかし

ながら，依然として製品価格のデフレ化が

続く厳しい経営環境の中にあって，今後は

設計・製造・輸送などのあらゆる事業ス

テージにおいて可能な限りコスト削減に取

り組み，激化する企業間競争に負けない

収益力の強化に，全力で取り組んでまいり

ます。

既存機種の高付加価値化と

新機種・新事業への取り組み

当社が取り扱う製品は，成熟した事業分

野にあると言われておりますが，言い換え

れば，これまで以上の発展的な需要の拡

大が難しい状況であるということを示してお

ります。従いまして，現状を打破するために

は新機種・新事業の創出が必要不可欠な

ものとなります。そのための投資は経営状

況の許される限り行ない，次代を担う事業

に発展させていくことが急務となります。

新技術を活用した既存機種の高付加

価値化については，昨年沼津工場の敷地

内に完成したエレベータパーキングのテスト

タワーを活用し，新型駆動装置の実証試

験をはじめとするコストダウンおよび性能改

良・改善の研究を継続的に実施してまいり

ます。

また，新機種・新事業への取り組みにつ

いては，自主開発による新製品の創出はも

ちろんのことですが，当社の経営資源が

有効に活用できる有望な新事業・新製品

についても，他社とのアライアンスなどを活

用して，取り組んでまいります。

中国市場への果敢な挑戦

昨年，中国・杭州市に設立した，「杭州

西子石川島停車設備有限公司」を通じて，

今後駐車場需要が増大することが見込ま

れる中国市場における取り組みの一層の

深化を図ってまいります。

当社といたしましては，こうした取り組み

を着実に実施していくことで，株主のみなさ

まの付託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，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。

TopMessage

建築用ジブクライミングクレーン

News F lash
石川島播磨重工業（株）から営業譲渡
当社は石川島播磨重工業（株）から，運

搬機械事業とパーキングシステム事業（除

く自走式駐車装置）の全てについて，営業

譲渡を受けることを平成17年2月28日に基

本合意し，その後，決算期後の平成17年

5月16日開催の取締役会において，譲渡

契約の締結が正式に承認され，同日付に

て調印いたしました。

これまでは両社で機種・サービスごとに

分担して事業活動を行なってまいりました

が、当社に集約することで顧客満足度の

向上，競争優位の確保，さらにはIHIグルー

プ全体の企業価値の向上を推進してまい

ります。

「直接施工機」（門形ジブクレーン）納入
直接施工機は，鉄道の線路をまたいで

設置される走行式クレーンで，立体交差工

事の高架橋造成に使用されます。脚部は

拡幅・伸縮機能を持ち，工事の進捗に合

わせて，線路に沿って移動します。工事期

間中は線路上の空間に設置されており，

作業は電車が走行しない深夜に行なわれ

ます。

本機は京急建設ＪＶ殿および清水建設

ＪＶ殿向けに合計４台の納入を予定してお

ります。

新機種「キュービックパーキング」販売開始
本機は平成16年度より販売を開始した

新機種であります。駐車台数30～70台の

中規模な駐車場の需要をターゲットに，入

出庫時間の短縮と収容効率の向上を目

指して開発いたしました。特長は，多層構

造の立体駐車スペース（キュービック）に横

行可能な複数の走行台車を同時に走らせ

ることで，従来の地下式駐車装置に比べ

て大幅に円滑性が向上しております。

News F lash
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財務ハイライト

33,249
36,552

34,455

■受注高�

0

10,000

20,000

30,000

50,000

40,000

平成15年度�平成14年度� 平成16年度�

単位：百万円�

43,786

33,99534,208

■売上高�

0

10,000

20,000

30,000

50,000

40,000

平成15年度�平成14年度� 平成16年度�

単位：百万円�

40,804 40,740
38,263

■総資産�

0

10,000

20,000

30,000

50,000

40,000

平成15年度�平成14年度� 平成16年度�

単位：百万円�

18,957 19,05219,068

■株主資本�

0

5,000

10,000

25,000

20,000

15,000

平成15年度�平成14年度� 平成16年度�

単位：百万円�

350

665

858

■経常利益�

0

200

400

600

1,000

800

平成15年度�平成14年度� 平成16年度�

単位：百万円�

12.19

8.55

11.03

■1株当たり当期純利益�

0

5

10

15

平成15年度�平成14年度� 平成16年度�

単位：円�

353

250

320

■当期純利益�

0

100

200

300

500

400

平成15年度�平成14年度� 平成16年度�

単位：百万円�

665.91 669.46669.96

■1株当たり株主資本�

0

200

400

800

600

平成15年度�平成14年度� 平成16年度�

単位：円�

財務ハイライト



A Resource for Investors 98 A Resource for Investors

事業別の動向・概況
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■パーキングシステム事業売上高�
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単位：百万円�
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｡

事業概況

受注高は，標準型駐車装置本体の減少があったものの，改修工事や二・多段式駐車装置本体の増加などでこれを補い，

24,043百万円（前期比0.6%増）となりました。

売上高は，改修工事の増加に加えて大規模地下駐車装置の売上計上もあり，23,562百万円（前期比3.2%増）となりました。

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

パーキングシステム事業
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■クレーン事業売上高�
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単位：百万円�
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。

事業概況
受注高は，物流関連機器と天井クレーンが好調に推移したことにより，11,882百万円（前期比23.1%増）となりました。

売上高は，全てのクレーン機種において前期実績を上回り，9,293百万円（前期比9.5%増）となりました。

クレーン事業
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■コンベヤ事業売上高�
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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。

事業概況
受注高は，626百万円（前期比29.9%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の減少により，1,139百万円（前期比60.4%減）となりました。

コンベヤ事業

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）

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）

事業別の動向・概況

エレベータパーキング

レールマウント式ジブクレーン

揚運炭コンベヤ
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財務諸表の概要

貸借対照表
当　期 前　期

科　目 平成17年 平成16年
3月31日 3月31日

資産の部
流動資産 26,863 25,641

現金および預金 1,733 1,127

受取手形 962 499

売掛金 11,616 11,497

有価証券 999 －

半製品 2 0

原材料・貯蔵品 762 648

半成工事 4,139 2,550

繰延税金資産 715 835

短期貸付金 5,700 8,200

その他 296 353

貸倒引当金 △ 65 △ 72

固定資産 13,877 12,622

有形固定資産 6,892 6,964

建物 1,358 1,445

構築物 207 209

機械および装置 499 494

車両運搬具 3 4

工具・器具および備品 192 192

土地 4,600 4,600

建設仮勘定 30 18

無形固定資産 1,344 385

電話加入権 36 36

施設利用権 1 1

技術使用権 1,052 65

ソフトウェア 235 282

ソフトウェア仮勘定 18 －

投資その他の資産 5,640 5,272

投資有価証券 249 202

関係会社株式 65 65

長期前払費用 23 26

繰延税金資産 2,441 2,255

敷金・保証金 754 753

投資不動産 1,506 1,516

その他 693 557

貸倒引当金 △ 94 △ 105

資産合計 40,740 38,263

損益計算書
当　期 前　期

科 目 平成16年4月1日から 平成15年4月1日から
平成17年3月31日まで 平成16年3月31日まで

営業収益 33,995 34,208

売上高 33,995 34,208

営業費用 33,418 33,365

売上原価 28,654 28,729

販売費および一般管理費 4,764 4,635

営業利益 576 843

営業外収益 243 191

受取利息 25 16

受取配当金 37 6

土地建物等賃貸料 150 134

その他 30 33

営業外費用 154 175

支払利息 17 17

その他 136 158

経常利益 665 858

特別利益 14 238

貸倒引当金戻入額 14 －

投資不動産売却益 － 238

特別損失 126 185

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 5 6

税引前当期純利益 553 911

法人税，住民税および事業税 385 45

法人税等調整額 △ 83 545

当期純利益 250 320

前期繰越利益 2,626 2,588

中間配当額 85 85

当期未処分利益 2,791 2,823

（単位：百万円）

当　期 前　期
科　目 平成17年 平成16年

3月31日 3月31日

負債の部

流動負債 14,842 11,909

支払手形 4,600 4,246

買掛金 3,724 3,789

短期借入金 1,730 1,730

一年内返済予定長期借入金 600 －

未払金 1,363 490

未払法人税等 431 45

未払消費税等 657 265

前受金 79 59

賞与引当金 817 828

保証工事引当金 253 247

受注工事損失引当金 369 －

その他 214 207

固定負債 6,845 7,285

長期借入金 － 600

退職給付引当金 6,753 6,609

役員退職慰労引当金 66 49

その他 26 26

負債合計 21,688 19,194

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 14,955 14,996

利益準備金 537 537

任意積立金 11,627 11,635

当期未処分利益 2,791 2,823

株式等評価差額金 55 30

自己株式 △ 2 △ 1

資本合計 19,052 19,068

負債・資本合計 40,740 38,263

（単位：百万円）
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財務諸表の概要

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 5,498百万円
投資不動産 96百万円

２．関係会社に対する短期金銭債権
7,080百万円

３．関係会社に対する長期金銭債権
228百万円

４．関係会社に対する短期金銭債務
1,285百万円

５．保証債務等
従業員の金融機関借入金に対す
る保証 428百万円

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 55百万円

損益計算書注記
１．関係会社との取引

営業取引高
売上高 10,250百万円
仕入高 834百万円
その他の営業取引高 1,447百万円
営業取引以外の取引高 33百万円

２．1株当たり当期純利益 8円55銭
３．研究開発費の総額 308百万円

（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。
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株式の状況（平成17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
2,929名

■所有者別株式分布

■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

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 1,091名

■事業内容 当社は，運搬機械の総合メーカーとして，パーキングシステム，クレーン，コンベ

ヤの開発・設計・販売・製造・据付・メンテナンス・改修を事業としております。

主要な事業所

役員

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
サービスセンター全国57ヶ所

海外事務所
上海連絡員事務所

関係会社

石川島運搬機械エンジニアリング株式会社�

�

杭州西子石川島停車設備有限公司�

代表取締役社長 小田原　敬　二�
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 金　子　博　司�
取　　締　　役 小　倉　宏　二�
取　　締　　役 岡　野　弘　道�
取　　締　　役 岡　野　　　茂�
取　　締　　役 田　中　秋　峰�
常 勤 監 査 役  内　野　　　雄�
監　　査　　役 望　月　幹　夫�
監　　査　　役 岡　山　　　弘�
監　　査　　役 入　江　知　安�

■大株主の状況
株主名 持株数 出資比率

石川島播磨重工業株式会社 19,057 66.96

石川島運搬機械従業員持株会 1,523 5.35

ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン 326 1.14

竹田和平 170 0.59

岩崎電氣株式會社 109 0.38

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

98 0.34

シービーエヌワイデイエフエイインターナショナル
キャップバリューポートフォリオ

84 0.29

（単位：持株数＝千株／比率＝％）

●金融機関�
　442千株（1.55％）�
　13名�

●事業法人など�
　19,630千株（68.98％）�
　142名�

●個人・その他�
7,587千株（26.66％）�

2,745名�

●外国法人・個人�
760千株（2.67％）�

17名�

●証券会社�
39千株（0.14％）�

12名�

■所有株数別株式分布

●1千株未満�
32千株（0.12％）�

●100万株以上�
　20,580千株（72.32％）�

●1千株以上1万株未満�
4,913千株（17.26％）�

●1万株以上10万株未満�
2,326千株（8.17％）�

●10万株以上100万株未満�
606千株（2.13％）�

利益処分・会社概要・株式の状況

キャッシュ・フローの状況
当　期 前　期

区　分 平成16年4月1日から 平成15年4月1日から
平成17年3月31日まで 平成16年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 94 4,365
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 513 △ 4
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 285 △ 233
現金および現金同等物の期末残高 8,433 9,327

（単位：百万円）

当　期 前　期
区　分 平成17年6月28日 平成16年6月25日

当期未処分利益 2,791,175,893 2,823,521,049
任意積立金取崩額
固定資産圧縮積立金取崩額 8,053,820 8,450,209

合計 2,799,229,713 2,831,971,258
利益処分額

利益配当金 85,347,270 199,168,767
1株当たり 3円 7円

（普通配当　3円） （普通配当　3円）
（設立30周年記念配当 4円）

役員賞与金 7,120,000 6,757,000
（うち監査役賞与金） （1,770,000） （1,684,000）

次期繰越利益 2,706,762,443 2,626,045,491

（単位：円）

利益処分

会社概要（平成17年3月31日現在）

（注）1.日付は株主総会承認年月日であります。
2.平成16年12月1日に85,354,143円（1株当たり3円）の中間配当を実施いたしました。



株主メモ

■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 中央三井信託銀行株式会社

〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号

■同事務取扱所 中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

（郵送物送付および電話照会先） 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

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

［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

〒104-0044 東京都中央区明石町6番4号
TEL. 03-5550-5321 FAX. 03-5550-5364
http://www.iuk.co.jp


