
株主・投資家のみなさまへ

第35期中間事業のご報告
平成18年4月1日～平成18年9月30日

R e p o r t

証券コード：6321

A Resource 
for 
Investors

Parking Systems

Materials Handling & 
Logistics Systems



A Resource for Investors   1

株主･投資家のみなさまへ

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

のご支援を賜り厚くお礼申しあげます。ここに第35期 中間事業のご報告（平成18年

4月1日から平成18年9月30日）をお届けするにあたり，謹んでご挨拶申しあげます。

営業の経過及び成果

当中間期におけるわが国経済は，企業収

益の回復，民間設備投資の拡大，個人消費

の持ち直しなど，総じて堅調に推移いたしまし

た。しかしながら，一方では，原油価格や原

材料価格の高騰といった不安は依然続き，相

変わらず不透明な国際情勢などもあり，先行

きに関しては，依然として慎重な見方を継続し

ていく必要があります。

このような状況の中，当社は受注の拡大・確

保に全力を挙げて取り組むとともに，積極的な

提案営業を継続してまいりました。また，石川

島播磨重工業（株）からの営業の譲り受けの効

果もあって，当中間期の受注高は，40,689百万

円（前年同期比97.5％増）となりました。

売上高は，22,503百万円（前年同期比40.8％

増）と大幅に売上を伸ばすことができました。

損益面につきましては，売上高の増加に伴

い販売費及び一般管理費は増加しましたが，

経常利益は461百万円（前年同期比306.5%

増），中間純利益は221百万円（前年中間期は

563百万円中間純損失）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，駐車装置本体が好調な市場に

支えられ増加し，メンテナンス，改修について

も堅調に推移したことにより，18,117百万円

（前年同期比69.9%増）となりました。

売上高は，二・多段式駐車装置が本体，メ

ンテナンス共に増加し，13,141百万円（前同期

比18.5%増）となりました。

パーキングシステム事業

受注高は，クレーン，コンベヤの大型荷役設

備を相次いで受注したことにより，22,571百万

円（前年同期比127.1%増）となりました。

売上高は，ジブクレーンを中心に，大型荷

役設備，クレーン改修が大幅に売上を伸ば

し，9,361百万円（前年同期比91.1%増）となり

ました。

会社が対処すべき課題と
中長期的な経営戦略

昨年10月に石川島播磨重工業（株）から運

搬機械及び機械式駐車装置の両事業を譲り

受け，新生石川島運搬機械（株）として新たな

スタートを踏み出しました。本年度はその成果

を問われる年と位置づけ，事業統合の効果を

発揮し，運搬機械事業及びパーキングシステ

ム事業のリーディングカンパニーとしての地位を

確保し続けるために，強固な事業基盤の構築

に邁進いたします。

足下の国内景気を見ますと公共投資の減

少は続くものの，設備投資と個人消費の民間

需要は成長が続くものと見られております。こ

うした状況の中で，当社は受注の確保と拡大

に積極的に取り組んでまいります。建築需要

や設備更新需要に支えられた運搬機械事業

の受注確保，また近年の駐車場需要増加に

伴うパーキングシステム事業の受注拡大と，機

会を逃すことなくスピーディーな対応をしてまい

ります。本年4月にはダイキン工業（株）から油

圧式立体駐車装置のメンテナンス事業を譲り

受けました。これによるメンテナンス物件の拡

運搬・物流システム事業 大は，収益向上に寄与するものと考えており

ます。

海外に目を向けますと，原油価格の高値推

移や米国経済の減速による影響等懸念すべ

きリスクはありますが，中国・東南アジアに重

点を置いた海外戦略に取り組んでまいります。

10月には海外営業部を発足させ，専門のグ

ループによる効率的な受注活動を展開し，ま

た海外調達推進のための環境もさらに充実さ

せることでコスト競争力を高めてまいります。

将来の事業の柱を構築するために新事

業・新製品の開発も継続的に推進してまいり

ます。エレベータパーキングについては従来の

パレット式に比べ，入出庫時間を30%短縮し

た「フォークパーキング」を開発し，10月から販

売を開始いたしました。今後も製品の高機能

化・高品質化に努め，付加価値の高い製品・

サービスを提供していくことで，顧客満足度の

向上に努めてまいります。

以上のことがらを踏まえて，当期の業績予

想につきましては，売上高55,000百万円（前期

比11.2%増），経常利益1,000百万円（前期比

64.0%増），当期純利益600百万円（前期は628

百万円の当期純損失）と見通しております。

中間配当につきましては，1株につき5円の

配当を実施いたします。また，期末の配当に

つきましても，同額の1株当たり5円の配当を予

定しております（年間配当10円予定）。

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。
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事業別の概況

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

パーキングシステム事業
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。

運搬・物流システム事業

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

事業別の概況・News Flash

エレベータパーキング 建築用ジブクライミングクレーン

News F lash
IHIフォークパーキングを販売開始

News F lash

低騒音でスピーディな入出庫を可能とした新型
エレベータ方式駐車装置｢IHIフォークパーキング｣
（商品名）を開発し，平成18年10月より販売を開
始しました。
本機種は，車を搬送する昇降装置（ケージ）と車

を保管する棚部のトレイの形状が共にフォーク状
をしており，それらが交差することで入出庫車の受
け渡しを行ないます。
従来の機種では，パレットと呼ばれる金属製の

板の上に車を載せ、パレットごと車を昇降・横行さ
せて，駐車装置内の棚に保管していました。新開
発の本機種にはパレットがなく，フォーク状トレイが
車を昇降させ，別のフォーク状トレイが，隙間を利
用して下から車をすくい上げ，そのまま横行して棚
への保管・払い出しを行ないます。
最大の特徴は，入出庫時間が短縮（当社比約

30%）したことです。パレットを搭載していないため，
従来機種のように空パレットを棚に戻す動作が不
要になりました。また，ロープ式昇降装置の採用
により低騒音・低振動も実現しています。

当社は，タワー
式駐車装置（注）で
約30%のシェア
を持つ国内トッ
プメーカーであり，
これまでに国内
外に7,000基以
上の納入実績が
あります。「 I H I
フォークパーキン
グ」はエレベータ
方式であり，デパ
ートやホテルなど
円滑性を重視す
る顧客への積極
的な営業活動を
行ない，平成19
年度に年間30基
の受注を目標としています。

（注）垂直循環方式とエレベータ方式の合計

油圧式立体駐車装置を販売開始
平成18年4月18日より，油圧式立体駐車装置

（二・多段式）の販売を開始しました。
当社は，本年４月１日にダイキン工業（株）から譲

り受けた同機種の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，油圧式立
体駐車装置の製造販売を進めています。
今後は社内体制を強化し，平成20年3月期に油

圧式立体駐
車装置の売
上高20億円
を目標にし
ています。
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｢連続アンローダ｣を受注
当社は，台湾の中龍鋼鐵有限股 公司

（Dragon Steel Corporation: DSC）から，連続
アンローダ（CSU）2基を受注しました。本件は平
成17年10月に石川島播磨重工業（株）から大型
運搬機械の営業譲渡を受けて以来，海外工事と
しては初の直接契約の大型案件となります。
DSCは台湾最大手の製鉄会社である中國鋼

鐵（China Steel Corporation: CSC）の関係会
社で，現在台中港地区に一貫製鉄所を建設して
います。今回受注したCSUはその新設一貫製鉄
所での鉄鉱石や石炭の荷役に使用され，荷役能
力は毎時3,000トン（鉄鉱石荷役時），毎時2,100

トン（石炭荷役
時）で，平成20年
9月に据付現場に
搬入予定です。
なお営業譲渡

前のIHIグループ
としてのCSU受
注実績は，国内
36基，海外17基
の計53基となっ
ており，バケット
式CSUでは世界トップシェアを誇っています。
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財務諸表の概要

貸借対照表
当中間期 前年中間期 前　期

科　目 平成18年 平成17年 平成18年
9月30日 9月30日 3月31日

資産の部
流動資産 33,288 25,401 35,287
現金及び預金 2,704 1,730 1,995
受取手形 4,131 1,187 4,777
売掛金 9,481 8,936 16,317
有価証券 1,003 － －
たな卸資産 9,976 7,374 6,864
短期貸付金 4,400 5,100 3,900
その他 1,651 1,138 1,520
貸倒引当金 △ 60 △ 65 △ 88

固定資産 15,293 13,629 14,631
有形固定資産 6,944 6,920 6,785
土地 4,339 4,600 4,357
その他 2,605 2,319 2,428
無形固定資産 2,719 1,555 2,282
投資その他の資産 5,629 5,154 5,563
繰延税金資産 2,697 2,513 2,614
その他 3,013 2,730 3,034
貸倒引当金 △ 80 △ 89 △ 85

資産合計 48,581 39,031 49,919

損益計算書
当中間期 前年中間期 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17年4月1日から
平成18年9月30日まで 平成17年9月30日まで 平成18年3月31日まで

売上高 22,503 15,984 49,456

売上原価 18,757 13,334 43,171

売上総利益 3,745 2,649 6,284

販売費及び一般管理費 3,356 2,577 5,791

営業利益 389 72 493

営業外収益 117 138 386

受取利息 11 9 15

その他 106 128 370

営業外費用 44 96 270

支払利息 10 8 17

その他 34 87 252

経常利益 461 113 609

特別利益 28 4 －

特別損失 18 599 952

税引前中間純利益または税引前中間（当期)純損失（△） 471 △ 481 △ 342

法人税，住民税及び事業税 394 190 902

法人税等調整額 △ 144 △ 107 △ 616

中間純利益または中間（当期)純損失（△） 221 △ 563 △ 628

前期繰越利益 2,706 2,706

中間配当額 － 85

中間（当期)未処分利益 2,142 1,993

（単位：百万円）

当中間期 前年中間期 前　期
科　目 平成18年 平成17年 平成18年

9月30日 9月30日 3月31日

負債の部
流動負債 22,494 13,811 24,041
支払手形 8,116 4,831 10,143
買掛金 5,483 3,731 6,482
短期借入金 1,730 2,330 1,730
未払金 661 529 570
未払法人税等 375 196 731
前受金 2,893 333 1,676
賞与引当金 1,008 843 988
役員賞与引当金 11 － －
保証工事引当金 587 376 554
受注工事損失引当金 1,145 387 830
その他 482 250 333

固定負債 7,751 6,830 7,634
長期借入金 600 － 600
退職給付引当金 6,974 6,744 6,872
役員退職慰労引当金 95 60 79
その他 81 26 81

負債合計 30,246 20,642 31,675

資本の部
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 － 14,299 14,149
利益準備金 － 537 537
任意積立金 － 11,619 11,619
中間（当期）未処分利益 － 2,142 1,993

その他有価証券評価差額金 － 49 55
自己株式 － △ 3 △ 5
資本合計 － 18,389 18,244
負債・資本合計 － 39,031 49,919

純資産の部
株主資本 18,312
資本金 2,647
資本剰余金 1,396
利益剰余金 14,275
利益準備金 537
その他利益剰余金 13,738
自己株式 △ 6
評価･換算差額等 22
その他有価証券評価差額金 31
繰延ヘッジ損益 △ 8
純資産合計 18,335
負債・純資産合計 48,581

（単位：百万円）

キャッシュ・フロー計算書
当中間期 前年中間期 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17年4月1日から
平成18年9月30日まで 平成17年9月30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 3,397 △ 51 858

投資活動によるキャッシュ･フロー △ 1,101 △ 1,465 △ 3,223

財務活動によるキャッシュ･フロー △ 86 △ 85 △ 172

現金及び現金同等物の増減額 2,212 △ 1,603 △ 2,538

現金及び現金同等物の期首残高 5,895 8,433 8,433

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 8,108 6,830 5,895

（単位：百万円）

財務諸表の概要

（注）本貸借対照表，損益計算書及びキャッシュ･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。
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株式の状況（平成18年9月30日現在）

会社概要（平成18年9月30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 1,294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。

■発行可能株式総数
99,684,000株

■発行済株式総数
28,459,991株

■株主数
2,468名

■所有者別株式分布

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

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

関係会社

●金融機関 
　861千株（3.02％） 
　15名 

●事業法人など 
　20,418千株（71.74％） 
　126名 

●個人・その他 
6,320千株（22.21％） 

2,296名 
●外国法人・個人 
822千株（2.89％） 

17名 

●証券会社 
39千株（0.14％） 

14名 

●1千株未満 
31千株（0.11％） 

●100万株以上 
　20,439千株（71.81％） 

●1千株以上1万株未満 
4,066千株（14.29％） 

●1万株以上10万株未満 
1,790千株（6.29％） 

●10万株以上 
100万株未満 

2,134千株（7.50％） 

財務諸表の概要・株式の状況・会社概要

(注）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。

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

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
高　橋　宏　之
山　根　秀　行

※1

※2

※2

※2

株主資本等変動計算書 当中間期（平成18年4月1日から平成18年9月30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

前期末残高 2,647 1,396 1,396 537 258 11,361 1,993 14,149
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 85 △ 85
利益処分による役員賞与 △ 10 △ 10
固定資産圧縮積立金の取崩し △ 11 11
中間純利益 221 221
自己株式の取得
株主資本以外の項目の当中間期変動額
当中間期変動額合計 － － － － △ 11 － 136 125
当中間期末残高 2,647 1,396 1,396 537 247 11,361 2,130 14,275

（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

前期末残高 △ 5 18,188 55 － 55 18,244
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 85 △ 85
利益処分による役員賞与 △ 10 △ 10
固定資産圧縮積立金の取崩し
中間純利益 221 221
自己株式の取得 △ 1 △ 1 △ 1
株主資本以外の項目の当中間期変動額 △ 24 △ 8 △ 33 △ 33
当中間期変動額合計 △ 1 124 △ 24 △ 8 △ 33 91
当中間期末残高 △ 6 18,312 31 △ 8 22 18,335

■所有株数別株式分布

（注）※1の取締役　清水照雄氏は，会社法第2条第
15号に定める社外取締役であります。
※2の監査役　岡山弘・高橋宏之・山根秀行の
3氏は，会社法第2条第16号に定める社外監査
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

電話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　本店及び全国各支店

［お知らせ］
住所変更，単元未満株式買取請求，名義書換請求及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_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


