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株主・投資家のみなさまへ

Top Message

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35期 事業のご報告（平成18年4月1日から

平成19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。

当期の期末配当につきましては1株当たり5円とし，

当期における1株当たりの配当金は，中間配当の5円と合わせて

1株当たり合計10円としましたことをご報告いたします。

以下，当期の事業の概況についてご説明いたします。

事業の経過およびその成果

当期におけるわが国経済は，好調

な輸出産業，堅調な企業収益の改善

に支えられ，民間設備投資が増加し，

緩やかな拡大を継続しており，個人消

費は概ね横ばいで推移いたしました。

また，中国をはじめとしたアジア諸国

においても，民間設備投資は堅調に

推移いたしました。

このような経営環境のなか，当社は

平成17年10月1日に石川島播磨重工業

株式会社から運搬機械および機械式

駐車装置の両事業を譲り受けた成果

である製販一貫体制の実現を，事業

活動に大きく寄与させることができまし

た。この結果，当期の受注高は68,529

百万円（前期比53.9%増）を確保するこ

とができました。

売上高は，事業統合による効果や

改修工事などの増加もあり53,366百万

円（前期比7.9%増）となりました。損益

面につきましては，引き続き販売価格

のデフレ化に対応するため選別受注

の徹底や，調達費や建設費の削減を

推し進め，採算性の向上に全社を挙

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も努めてま

いりました。この結果，経常利益は

1,109百万円（前期比82.0%増）となりま

した。また，当期純利益は542百万円

（前期は628百万円の当期純損失）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

増加などにより，37,067百万円（前期比

45.1%増）となりました。

売上高は，標準型駐車装置本体お

よび改修工事の増加などにより，

31,899百万円（前期比20.0%増）となり

ました。

受注高は，天井走行クレーン，建築

用ジブクレーンおよび改修工事の増加

などにより，31,461百万円（前期比

65.8%増）となりました。

売上高は，前期とほぼ横ばいの

21,467百万円（前期比6.1%減）となりま

した。

運搬・物流システム事業

パーキングシステム事業
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る必要があるなど，決して楽観できな

い状況であると考えます。一方，世界

経済，とりわけ米国経済は,緩やかなが

ら拡大の傾向がみられ，国内の輸出

産業を基幹とする国際収支はなお一

層の改善に向かうものと思われます。

このような環境のなか，当社といたし

ましては，数年来継続しております事

業基盤の一層の強化と収益の拡大，

企業価値の向上を目指すため，以下

の施策に取り組んでまいります。

受注の確保

当社が販売する製品やサービスに

つきましては，幸いにも旺盛な引き合

いが続いております。しかしながら，

競合メーカーも多数あり，常に厳しい

競争関係にさらされており，このような

経営環境のなか，当社はお客様の求

めるニーズに的確かつ柔軟に対応で

きる体制の強化や，収益性の向上を

目指した営業活動，すなわち提案型営

業に継続的に取り組んでまいります。

収益の確保と拡大

当社におけるコストダウンは，設計

技術力の強化や品質の確保，あるい

は生産体制の合理化や海外からの安

定した品質をともなった部品の調達，

建設工法の改善など，幅広い分野で

の活動が可能であります。当社といた

しましては，このような分野ごとのコ

ストダウン活動をより一層推進し，安

定的な収益の確保につなげてまいり

ます。

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。

設備投資の状況

前期に引き続き，性能改良・改善や

コストダウンを目的とした，くし歯型お

よび油圧式立体駐車装置のテスト機

を沼津工場の敷地内に建設いたしま

した。

また，パーキングシステム事業におけ

るメンテナンス業務の迅速な対応や省

力化・合理化を目的とした情報通信機

器の整備や，CADの推進による設計

力強化や情報の共有による事務合理

化を目的とした，全社のパーソナルコン

ピュータなど情報通信機器の計画的

な更新・導入を実施いたしました。

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555百万円

となりました。

会社が対処すべき課題

今後の経済の見通しにつきまして

は，国内景気は引き続き緩やかなが

らも拡大し，民間設備投資も高い水準

を維持するなど，持続的な景気回復

は見込まれるものの，原油価格をはじ

めとした原材料価格の動向に留意す 油圧式立体駐車装置（ニ･多段式）

パーキングシステム 37,067 45.1 31,899 20.0 25,979 24.8

運搬・物流システム 31,461 65.8 21,467 △6.1 26,792 59.5

合　計 68,529 53.9 53,366 7.9 52,772 40.3

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）

■事業別売上高／構成比 

パーキング 
システム事業 
31,899百万円 
59.8%

合計　53,366百万円 

運搬・物流 
システム事業 
21,467百万円 
40.2%
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株主・投資家のみなさまへ・事業のご紹介

新機種・新分野への進出

当社が永続的に発展し，株主のみ

なさまのご期待にお応えしていくため

には，社会に寄与することのできる有

益な製品の開発や，お客様に安心を

提供できる製品の改良や改善に加え，

新たな事業の創出による拡大が必須

であります。これらの実現のため，部

門を超えた横断的な知識の集約によ

り，幅広い創出活動を進めてまいり

ます。

人材力の強化と企業風土づくり

企業にとって人財は最大の財産で

あるとの認識のもと，多様な人材の確

保に取り組んでいくとともに，個人の専

門性を高めるための教育投資を積極

的に行なってまいります。また，組織間

のコミュニケーションの向上に努める

ほか，コンプライアンス教育の実施を

通した意識改革や，内部統制システム

の整備・充実にも積極的に取り組んで

まいります。

当社といたしましては，このような取

り組みを行なうことでお客様に支持さ

れ，信頼される製品やサービスをこれ

からも提供し，業界のリーディングカン

パニーとしての地位を確保し続ける所

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。

建築用ジブクライミングクレーン

エレベータパーキング

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おり

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

都市再開発の現場で活躍する大型ジブクレーンから，港湾荷役，工場向けなど，当社の各種運

搬・物流システム機器はさまざまな産業ニーズに応えております。

主要製品
天井走行クレーン（天井走行クレーン，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，造船用，一般用）／各種クレーン（コンテナクレー

ン，フローティングクレーン）／コンベヤ(ベルトコンベヤ，空気浮

上式ローラレスコンベヤ，垂直･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）／ローダ／アンロー

ダ／スタッカ／リクレーマ／自動倉庫／機械式有軌道台車

パーキングシステム事業

運搬・物流システム事業

事業のご紹介

くし歯型立体駐車装置（IHIフォークパーキング）

Top MessageTop MessageTop MessageTop Message
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News Flash

News Flash

沼津工場にパーキングテスト施設が相次いで完成
平成18年7月，新製品の研究・開発のた

めの2基目のパーキングテストタワー（右写

真の向かって右）と，油圧式立体駐車装置

のテスト機（下写真）が当社沼津工場敷地

内に相次いで完成しました。

2基目のテストタワーは平成16年8月に完

成した既存のテストタワーに隣接しており，

壁面には社名とロゴ，IHIパーキングのマー

クをペイントしています。全高は31m，国道

1号線からもよく見えるので，夜間はライトア

ップにより広告塔としての役割を果たしてい

ます。内部で

は，新型のく

し歯型パー

キングの実

証試験を行

いました。

油圧式立体

駐車装置のテ

スト機は，ダイキ

ン工業（株）から

営業譲受したメ

ンテナンス技術

をベースにした

二・多段式の実

証機として製作

されました。

各テスト施設

では，さまざまな新機種等の実機試験を行

っています。当社はこれらの施設を活用し，

今後の製品開発・メンテナンス技術の確

立を図っていきます。

油圧式立体駐車装置一号機納入
平成18年4月から販売を開始している油

圧式立体駐車装置の一号機が完成し，福

岡市の警固三丁目マンションに納入しまし

た。このパーキングは，ダイキン工業（株）よ

り営業譲受したメンテナンス事業に関する

技術をベースに，当社独自の技術を加味し

て開発。1）昇降速度が速い，2）機械の

稼動音が小さい，3）ランニングコストが低

い，ことが大きな特長です。

納入した一号機は，地上一段ピット二段

昇降三段式6基18台収容のパーキット

P3FB。施主様

からは，本機の

静粛性を高く評

価いただいてい

ます。これによ

り追加受注をす

ることができま

した。

当社は，機械式立体駐車装置のリーデ

ィングカンパニーとして，より一層のサービ

ス向上に努めていきます。

台湾･製鉄所向けアンローダ引渡しセレモニーを開催
平成18年11月28日，台湾最大の鉄鋼会

社「中國鋼鐵股 有限公司（CSC）」向け

の鉄鉱石および石炭荷役用の連続アンロ

ーダ2基の引渡しセレモニーが，台湾の

CSC製鉄所にて行なわ

れました。

本機は連続アンローダ

としては，石川島播磨重

工業（株）からの大型運

搬機械の営業譲受後初

めての納入機となります。

セレモニー当日は晴天に

恵まれ，当社・小田原社

長が出席しました。

なお，ＣSCの関連会

社である「中龍鋼鐵股

有限公司（DSC）」からは，2基の連続アン

ローダを受注しています。当社では，平成

20年の現地搬入をめざし，現在鋭意製作

中です。

大型タワークレーンJCC-V900を初受注
平成18年11月，（株）竹中工務店より

900t-mの吊上げ能力（最大定格荷重38t，

最大作業半径46m，最大揚程300m）を持

つ建築用ジブクライミングクレーン（タワー

クレーン）｢JCC-V900｣を2台受注しました。

｢JCC-Vシリーズ」ではこのクラスの大型ク

レーンは初受注であり，同時に本シリーズ

最大級のクレーンとなります。

｢JCC-Vシリーズ｣は，オールインバータ制

御の採用によって従来型よりも作業効率

が格段に向上した当社を代表するクレーン

です。集約型計器（液晶タッチパネルのマ

ルチディスプレイ），バックアップ回路（非常

停止時切替復旧回路）等の搭載により，お

客様からご好評をいただいています。

今回受注の2台は，東京丸の内地区の

建築現場（地上35階・約157ｍ予定）への

納入を平成19年12月に予定しています。

当社はこの実績を機に，｢JCC-Vシリー

ズ｣の幅広いラインアップを活かし，ジブク

ライミングクレーンのさらなる拡販に努めて

いきます。
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財務ハイライト

財務ハイライト

パーキングシステム事業 運搬・物流システム事業 
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財務諸表の概要

貸借対照表
当　期 前　期

科　目 平成19年 平成18年
3月31日 3月31日

資産の部
流動資産 38,643 35,287
現金及び預金 1,237 1,995
受取手形 5,470 4,777
売掛金 14,287 16,317
半製品 3 3
原材料・貯蔵品 1,109 940
半成工事 8,542 5,920
繰延税金資産 1,296 1,159
短期貸付金 6,250 3,900
その他 520 361
貸倒引当金 △ 72 △ 88

固定資産 15,051 14,631
有形固定資産 6,943 6,785
建物 1,326 1,392
構築物 229 199
機械及び装置 700 458
車両運搬具 2 2
工具・器具及び備品 310 265
土地 4,339 4,357
建設仮勘定 34 110
無形固定資産 2,492 2,282
のれん 1,107 730
電話加入権 36 36
施設利用権 0 1
技術使用権 1,013 1,198
ソフトウェア 278 255
ソフトウェア仮勘定 55 61
投資その他の資産 5,615 5,563
投資有価証券 461 463
関係会社株式 65 65
長期前払費用 16 20
繰延税金資産 2,649 2,614
敷金・保証金 942 885
投資不動産 889 898
その他 670 701
貸倒引当金 △ 79 △ 85

資産合計 53,695 49,919

当　期 前　期
科　目 平成19年 平成18年

3月31日 3月31日

負債の部
流動負債 28,038 24,041
支払手形 10,460 10,143
買掛金 6,785 6,482
短期借入金 1,730 1,730
一年内返済予定長期借入金 500 －
未払金 767 570
未払法人税等 305 731
未払消費税等 367 91
前受金 3,848 1,676
賞与引当金 1,091 988
役員賞与引当金 10 －
保証工事引当金 748 554
受注工事損失引当金 1,021 830
その他 401 241

固定負債 7,145 7,634
長期借入金 100 600
退職給付引当金 6,852 6,872
役員退職慰労引当金 111 79
その他 81 81

負債合計 35,183 31,675

資本の部
資本金 － 2,647
資本剰余金 － 1,396
資本準備金 － 1,396
利益剰余金 － 14,149
利益準備金 － 537
任意積立金 － 11,619
固定資産圧縮積立金 － 258
別途積立金 － 11,361
当期未処分利益 － 1,993
株式評価差額金 － 55
自己株式 － △ 5
資本合計 － 18,244
負債・資本合計 － 49,919

純資産の部
株主資本 18,491
資本金 2,647
資本剰余金 1,396
資本準備金 1,396
利益剰余金 14,454
利益準備金 537
その他利益剰余金 13,917
固定資産圧縮積立金 243
別途積立金 11,361
繰越利益剰余金 2,313

自己株式 △ 6
評価･換算差額等 19
その他有価証券評価差額金 36
繰延ヘッジ損益 △ 16
純資産合計 18,511
負債・純資産合計 53,695

（単位：百万円）

財務諸表の概要

損益計算書
当　期 前　期

科 目 平成18年4月1日から 平成17年4月1日から
平成19年3月31日まで 平成18年3月31日まで

売上高 53,366 49,456

売上原価 45,678 43,171

売上総利益 7,688 6,284

販売費及び一般管理費 6,744 5,791

営業利益 943 493

営業外収益 299 386

受取利息 25 15

受取配当金 70 97

土地建物等賃貸料 138 149

その他 65 123

営業外費用 133 270

支払利息 22 17

その他 110 252

経常利益 1,109 609

特別利益 12 －

貸倒引当金戻入額 12 －

特別損失 18 952

減損損失 18 842

その他 0 109

税引前当期純利益または税引前当期純損失（△) 1,103 △ 342

法人税，住民税及び事業税 708 902

法人税等調整額 △ 146 △ 616

当期純利益または当期純損失（△) 542 △ 628

前期繰越利益 － 2,706

中間配当額 － 85

当期未処分利益 － 1,993

（単位：百万円）

キャッシュ・フロー計算書
当　期 前　期

科 目 平成18年4月1日から 平成17年4月1日から
平成19年3月31日まで 平成18年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ･フロー 3,248 858

投資活動によるキャッシュ･フロー △ 1,430 △ 3,223

財務活動によるキャッシュ･フロー △ 229 △ 172

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 0

現金及び現金同等物の増減額 1,591 △ 2,538

現金及び現金同等物の期首残高 5,895 8,433

現金及び現金同等物の期末残高 7,487 5,895

（単位：百万円）

（注）本貸借対照表，損益計算書およびキャッシュ･フロー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。



A Resource for Investors   1312 A Resource for Investors

財務諸表の概要・会社概要・株式の状況

会社概要（平成19年3月31日現在）

（注）1.本株主資本等変動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。
2.｢固定資産圧縮積立金の取崩し｣の下段（ ）内は，前期の利益処分によるものであり，内数表示をしております。

株主資本等変動計算書 当期（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）

項　目

株主資本
資本剰余金 利益剰余金

資本金
資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

固定資産圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
利益剰余金
合計

その他利益剰余金

平成18年3月31日残高 2,647 1,396 1,396 537 258 11,361 1,993 14,149
当期変動額
利益処分による配当 △85 △85
利益処分による役員賞与 △10 △10
剰余金の配当(中間） △142 △142

固定資産圧縮積立金の取崩し △15 15(△7)
当期純利益 542 542
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － △15 － 319 304(△7)
平成19年3月31日残高 2,647 1,396 1,396 537 243 11,361 2,313 14,454

（単位：百万円）

項　目

株主資本 評価･換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本

合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年3月31日残高 △5 18,188 55 － 55 18,244
当期変動額
利益処分による配当 △85 △85
利益処分による役員賞与 △10 △10
剰余金の配当(中間） △142 △142

固定資産圧縮積立金の取崩し

当期純利益 542 542
自己株式の取得 △1 △1 △1
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △19 △16 △35 △35

当期変動額合計 △1 303 △19 △16 △35 267

平成19年3月31日残高 △6 18,491 36 △16 19 18,511

株式の状況（平成19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

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 1,301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，運搬・物流システムの開発・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

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／関西製品センター
サービスセンター全国58ヶ所

海外事務所
上海連絡員事務所
大連連絡員事務所

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
石川島運搬機械（香港）有限公司

関係会社

■発行可能株式総数
99,684,000株

■発行済株式総数
28,439,949株
（自己株式20,042株を
除いております）

■株主数
2,328名

■所有者別株式分布

■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 67.01 

日本駐車場開発株式会社 1,301 4.58 

石川島運搬機械従業員持株会 1,280 4.50 

日本トラステイ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 303 1.07 

シービーエヌワイデイエフエイインターナシヨナル
キヤツプバリユーポートフオリオ

297 1.05 

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー505019 205 0.72 

住友生命保険相互会社（特別勘定） 184 0.65 

（単位：持株数＝千株／出資比率＝％）

●金融機関 
　881千株（3.10％） 
　16名 

●事業法人など 
　20,896千株（73.42％） 
　121名 

●個人・その他 
5,979千株（21.01％） 

2,167名 
●外国法人・個人 
652千株（2.29％） 

16名 

●証券会社 
51千株（0.18％） 

8名 

■所有株数別株式分布

●1千株未満 
30千株（0.11％） 

●100万株以上 
　21,639千株（76.03％） 

●1千株以上1万株未満 
3,909千株（13.74％） 

●1万株以上10万株未満 
1,682千株（5.91％） 

●10万株以上100万株未満 
1,200千株（4.21％） 

代表取締役社長 
常 務 取 締 役  
常 務 取 締 役  
取 　 締 　 役  
取 　 締 　 役  
取 　 締 　 役  
取 　 締 　 役  
取 　 締 　 役  
取 　 締 　 役  
取 　 締 　 役  
取 　 締 　 役  
取 　 締 　 役  
常 勤 監 査 役  
監 　 査 　 役  
監 　 査 　 役  
監 　 査 　 役  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 

 

※2 

※2 

※2

小 田 原 　 敬 　 二  
島 　 野 　 修 　 至  
丸 　 山 　 正 　 和  
荻 　 山 　 圀 　 守  
神 　 林 　 　 　 隆  
金 　 子 　 博 　 司  
小 　 倉 　 宏 　 二  
岡 　 野 　 弘 　 道  
伊 　 藤 　 光 　 男  
志 　 村 　 俊 　 和  
岡 　 野 　 　 　 茂  
清 　 水 　 照 　 雄  
平 　 沼 　 朋 　 一  
岡 　 山 　 　 　 弘  
　 　 橋 　 宏 　 之  
山 　 根 　 秀 　 行  
 

（注）※1の取締役 清水照雄は，社外取締役で
あります。
※2の監査役 岡山弘， 宏之および
山根秀行は，社外監査役であります。



株主メモ

■事業年度 4月1日から翌年3月31日まで

■定時株主総会 6月に開催いたします。

■基準日

定時株主総会の議決権 3月31日

期末配当金 3月31日

中間配当金 9月30日

■単元株式数 1,000株

■公告方法 電子公告により行ないます。（http://www.iuk.co.jp）

なお，事故その他やむを得ない事由によって電子公告をする

ことができない場合は，日本経済新聞に掲載いたします。
※決算公告に代えて，貸借対照表，損益計算書は，EDINET（証券取引
法に基づく有価証券報告書などの開示書類に関する電子開示システム）
にて開示しております。

■株主名簿管理人 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

■同事務取扱場所 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　本店

■同事務取扱所 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

TEL. 0120-78-2031（フリーダイヤル）

■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，名義書換請求および配当金振込指定に必要な各用紙のご請求は，
以下の株主名簿管理人中央三井信託銀行株式会社のフリーダイヤルまたはホームページをご利用願います。

フリーダイヤル 0120-87-2031（24時間受付：自動音声案内）
ホームページ 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


