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株主・投資家のみなさまへ

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36期 事業のご報告（平成19年4月1日から

平成20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，好調な国内外の受注環境に支えられ，

パーキングシステムおよび運搬機械システムの両事業が堅調に推移し，

当初の予想を上回る成果をあげることができました。

株主のみなさまのご支援に感謝の意を表し，

1株当たり普通配当7円に特別配当3円の合計10円とし，

当期における1株当たりの配当金は，

中間配当の7円と合わせて17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。

営業の経過およびその成果

当期における世界経済は総じて，予

断を許さない状況にありました。世界

的な原材料価格の高騰による物価の

上昇に加え，サブプライムローン問題に

よる金融市場の混乱，株価の下落な

どの影響を受け，米国およびユーロ圏

において景気に翳りがみられました。

また，わが国経済におきましても，原

油価格の高騰および物価の上昇が，

個人消費を大きく圧迫いたしました。

当社の関連する産業機械業界にお

きましても，鋼材価格が前年の約1.5倍

にも上昇し，コスト高や円高といった厳

しい環境にあったものの，アジア諸国

の好調な設備投資に下支えされ，産

業機械の受注高は緩やかに増加いた

しました。

このような経営環境のなか，当社は

製販一貫体制の更なる充実，事業基

盤の強化および持続的成長の実現に

向けて取り組み，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76,137百万円（前期

比11.1%増）と，前年を上回ることがで

きました。

売上高は，提案型営業の成功により

改修工事などが増加し，61,715百万円

（前期比15.6%増）となりました。損益面

につきましては，引き続き調達費や建

設費のコストダウンを推し進め，全社を

挙げて採算性の向上に注力してまいり

ました。この結果，経常利益は2,082百

万円（前期比87.7%増）となりました。ま

た，当期純利益は1,092百万円（前期

比101.3%増）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市場におきまして

は，総じて堅調に推移いたしました。

原材料費の高騰や改正建築基準法の

施行など不安定要素があったものの，

都市部の再開発事業ならびにマンショ

ンやオフィスビルの建設によるパーキン

グ本体および保守点検・改修工事の

需要に支えられ，事業規模拡大へとつ

なげることができました。

この結果，受注高は37,105百万円

（前期比0.1%増）となり，売上高は34,242

百万円（前期比7.3%増）となりました。

運搬・物流システム市場におきまして

は，昨年に引き続き，企業の設備投資

運搬・物流システム事業

パーキングシステム事業

Top Message
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し，個人消費は低調が続くものと考え

られます。また，原油をはじめとする原

材料価格の高止まりは，依然として続

くとみられるものの，鉄鋼，造船，港湾

設備，IT関連などにおいて省力化・無

人化などの自動化に向けた設備投資

の緩やかな拡大が見込まれ，景気の

下支えとなるとみられます。

このような経営環境のなか，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

当社が販売いたします製品やサー

ビスについては，幸いにも旺盛な引き

合いが続いております。また，海外での

需要が増加していることから，海外へ

の営業活動も積極的に行なってまいり

ます。これらを更なるビジネスチャンス

につなげるために，社内体制の強化，

すなわち部門を超えた情報の共有や

議論・検討を行なうことで，お客様や市

場のニーズに的確かつ迅速に対応で

きる体制づくりに，積極的に取り組んで

まいります。

収益性の向上

安定した収益の確保のために，海外

調達の拡大と品質の確保や設計段階

からのコスト削減に取り組んでまいりま

す。国内外の生産拠点との連携を強

化し，生産体制のなお一層の強化を

推進し，安定した品質や納期を確保い

たします。また，当社製品やサービスを

適正な価格で提供すること，設計技術

力の向上およびフロントローディングに

よるリスク管理を徹底することで，収益

性を高めることのできる体制の構築に

努めてまいります。

が旺盛であり，国内・国外ともに鉄鋼

関連設備，港湾設備などにおける需要

に支えられ，堅調に推移いたしました。

この結果，受注高は39,032百万円

（前期比24.1%増）となり，売上高は

27,472百万円（前期比28.0%増）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。

設備投資の状況

パーキングシステム事業における生

産性の向上や性能改良・改善および

コストダウンを目的とした生産ラインな

どの新設に対する投資を実施し，ま

た，チェーン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，省力化・合理化を目的とした全

社の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619百万円

となりました。

会社が対処すべき課題

今後の世界経済の見通しにつきまし

ては，米国，ユーロ圏においては引き

続き，雇用情勢，個人消費など予断を

許さない状況が続く見通しであります。

その一方で，アジア圏においては，イン

フラに対する設備投資や個人消費な

どの需要が引き続き堅調に推移するも

のと予測されます。

わが国におきましては，賃金の低迷，

エネルギーや食品の物価上昇が継続 コンテナクレーン

パーキングシステム 37,105 0.1 34,242 7.3 28,842 11.0

運搬・物流システム 39,032 24.1 27,472 28.0 38,351 43.1

合　計 76,137 11.1 61,715 15.6 67,194 27.3

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�
34,242百万円�
55.5%

合計　61,715百万円�

運搬・物流�
システム事業�
27,472百万円�
44.5%

タワーパーキング
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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

既存機種の高付加価値化による競

争力強化と製品の品質を高める一方，

お客様や市場のニーズに対応した新

製品の開発などのため，研究開発へ

の投資を積極的に行なってまいります。

また，IT活用を進めるとともに，将来的

な展望を踏まえた基盤技術・共通技

術の高度化に取り組んでまいります。

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

た意識改革に，積極的に取り組んでま

いります。

さらに，国内外での法令遵守義務お

よび企業の社会的責任を果たすべく，

内部統制システムの整備・充実に取り

組み，高い倫理性に基づいた誠実な

行動に努め，風通しのよい企業として

邁進してまいります。

当社といたしましては，これらの施策

により，企業価値の向上を図り，株主

のみなさまのご期待にお応えしていく

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。

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，フォークパ

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
標準型クレーン（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

（オートウェイ）／アンローダ（連続式，橋型，ダブルリンク式）／

穀物用アンローダ（連続機械式，ニューマチック式）／物流機器

（自動倉庫用クレーン，搬送台車）／バルク用シップローダ／ス

タッカ／リクレーマ／スタッカリクレーマ

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

建築用ジブクライミングクレーン
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News Flash

News Flash

船舶自動調芯吊具を開発
本装置は比較的小型の船舶の吊具とし

て開発しました。従来の機種では，船を吊

具中央で吊らないと吊り上げ時に船体が

傾いてしまうことがあり，適正な姿勢にする

ために人力で船の位置を調整する必要が

ありました。開発部で考案したアイデアを

元に，沼津工場内のテストスペースで実際

の船を使用した実証試験を行ない，位置調

整を無動力で自動的に船体を水平に保つ

機構を開発しました。

なお，本装置は現在特許出願中です。

パーキング用マイクロ波センサを開発

IUKの新製品・技術開発情報
今回は，当社の平成19年度の新製品や技術開発について紹介します。
研究開発拠点である沼津工場（静岡県）のメカトロセンターや，
パーキングテストタワーなどでの研究成果を通して，
当社を支える技術的なバックボーンをご理解いただければと思います。

当社開発部が独自開発した，機械式立

体駐車装置用のセンサです。マイクロ波に

よるドップラー効果を用いて庫内の安全確

認をします。塵埃や汚れ・温度・湿度・着

氷・車からの熱流など，設置環境の影響を

受けないことが特長です。

本機の開発には数年を要し，当社沼津

工場のパーキングテストタワーや，当社が

運営しているパーキングの実機などで繰り

返しテストを行ないました。平成19年11月

の新規受注物件

から装備してい

ます。

なお，本センサ

は他社製の立体

駐車装置にも設

置が可能であり，

機械式立体駐車装置全般の安全性に貢

献すると同時に，業界全体，ひいては社会

に貢献する製品として期待しています。

i CARTの開発
本年3月，自動車搬送ロボットシステム

i CARTのテストを沼津工場において実施

しました。i CARTとは，（ intell igent

Cooperative Autonomous Robot

Transporters＝自動協調型知能ロボット

搬送機）の略です（頭文字のiは当社略称

IUKのiの意味もあります）。

テストは，実機の約1/2のサイズのテスト

機により，福祉用電動車両を自動車に見

立てて行なわれました。二台一組の

i CARTは，電動車両のタイヤを持ち上げて

移動させ，「ランダムに停車している自動車

を所定の場所まで自動的に移動させる」技

術を確立しました。これは，ドライバーが任

意の場所に自動車を停車した後，自動的に

自動車を検出・搬送し，駐車場に入庫させ

るロボットシステムの開発を企図しています。

本システムは，東北大学大学院工学研

究科バイオロボティクス専攻の小菅・平

田研究室との共同研究により開発されま

した。なお，本研究については，世界的に

権威のある国際ロボット学会IROS2008

（フランス・ニース）にて，東北大学が発表す

る予定です。

価格，販売時期については未定ですが，

製品化に向

けて更なる

実証試験を

行なう予定

です。

石川島運搬機械エンジニアリング株式会社を吸収合併
当社は，平成20年10月１日をもって当社の

子会社である石川島運搬機械エンジニアリ

ング株式会社（IUE）（東京都大田区）を吸収

合併することとし，平成20年5月14日開催の

取締役会において基本合意書の締結を決

議しました。

IUEは運搬機械の販売，設計，製造，据

付，保守点検および修理を事業とする当社

の全額出資子会社です。

今般の吸収合併の目的は運搬機械メンテ

ナンス事業の経営資源を集約し，更なる収

益性の向上と経営の効率化を図るためです。
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財務ハイライト

財務ハイライト
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財務諸表の概要

貸借対照表
当　期 前　期

科　目 平成20年 平成19年
3月31日 3月31日

資産の部
流動資産 41,853 38,643

現金及び預金 2,021 1,237

受取手形 4,890 5,470

売掛金 13,614 14,287

半製品 3 3

原材料・貯蔵品 1,310 1,109

半成工事 8,547 8,542

繰延税金資産 1,699 1,296

短期貸付金 8,950 6,250

その他 838 520

貸倒引当金 △ 22 △ 72

固定資産 14,708 15,051

有形固定資産 7,093 6,943

建物 1,245 1,326

構築物 241 229

機械及び装置 595 700

車両運搬具 1 2

工具・器具及び備品 322 310

土地 4,329 4,339

建設仮勘定 356 34

無形固定資産 1,938 2,492

のれん 785 1,107

電話加入権 36 36

施設利用権 0 0

技術使用権 828 1,013

ソフトウェア 260 278

ソフトウェア仮勘定 28 55

投資その他の資産 5,676 5,615

投資有価証券 432 461

関係会社株式 65 65

長期前払費用 63 16

繰延税金資産 2,595 2,649

敷金・保証金 976 942

投資不動産 880 889

その他 750 670

貸倒引当金 △ 88 △ 79

資産合計 56,561 53,695

当　期 前　期
科　目 平成20年 平成19年

3月31日 3月31日

負債の部
流動負債 30,545 28,038

支払手形 6,594 10,460

買掛金 9,800 6,785

短期借入金 1,830 1,730

一年内返済予定長期借入金 － 500

未払金 889 767

未払法人税等 957 305

未払消費税等 206 367

前受金 6,401 3,848

賞与引当金 1,237 1,091

役員賞与引当金 9 10

保証工事引当金 1,093 748

受注工事損失引当金 1,096 1,021

その他 429 401

固定負債 6,830 7,145

長期借入金 － 100

退職給付引当金 6,647 6,852

役員退職慰労引当金 104 111

その他 78 81

負債合計 37,375 35,183

純資産の部
株主資本 19,241 18,491

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 15,205 14,454

利益準備金 537 537

その他利益剰余金 14,668 13,917

固定資産圧縮積立金 236 243

別途積立金 11,361 11,361

繰越利益剰余金 3,071 2,313

自己株式 △ 7 △ 6

評価･換算差額等 △ 55 19

その他有価証券評価差額金 9 36

繰延ヘッジ損益 △ 65 △ 16

純資産合計 19,186 18,511

負債・純資産合計 56,561 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19年4月1日から 平成18年4月1日から
平成20年3月31日まで 平成19年3月31日まで

売上高 61,715 53,366

売上原価 52,425 45,678

売上総利益 9,289 7,688

販売費及び一般管理費 7,211 6,744

営業利益 2,078 943

営業外収益 246 299

受取利息 56 25

受取配当金 5 70

土地建物等賃貸料 134 138

その他 48 65

営業外費用 241 133

支払利息 28 22

その他 212 110

経常利益 2,082 1,109

特別利益 43 12

貸倒引当金戻入益 23 12

その他 19 －

特別損失 27 18

減損損失 2 18

産業廃棄物処理費用 24 －

その他 1 0

税引前当期純利益 2,098 1,103

法人税，住民税及び事業税 1,310 708

法人税等調整額 △ 305 △ 146

当期純利益 1,092 542

（単位：百万円）

キャッシュ・フロー計算書
当　期 前　期

科 目 平成19年4月1日から 平成18年4月1日から
平成20年3月31日まで 平成19年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ･フロー 5,094 3,248

投資活動によるキャッシュ･フロー △ 804 △ 1,430

財務活動によるキャッシュ･フロー △ 842 △ 229

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 13 2

現金及び現金同等物の増加額 3,434 1,591

現金及び現金同等物の期首残高 7,487 5,895

現金及び現金同等物の期末残高 10,921 7,487

（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。
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財務諸表の概要・株式の状況・会社概要

株主資本等変動計算書
当期（平成19年4月1日～平成20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19年3月31日残高 2,647 1,396 1,396 537 243 11,361 2,313 14,454
当期変動額
剰余金の配当 △ 341 △ 341
固定資産圧縮積立金の取崩し △ 7 7
当期純利益 1,092 1,092
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 － － － － △ 7 － 758 751
平成20年3月31日残高 2,647 1,396 1,396 537 236 11,361 3,071 15,205

（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19年3月31日残高 △ 6 18,491 36 △ 16 19 18,511
当期変動額
剰余金の配当 △ 341 △ 341
固定資産圧縮積立金の取崩し
当期純利益 1,092 1,092
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） △ 26 △ 48 △ 75 △ 75
当期変動額合計 △ 1 750 △ 26 △ 48 △ 75 674
平成20年3月31日残高 △ 7 19,241 9 △ 65 △ 55 19,186

（注）1.｢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。
2.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。

前期（平成18年4月1日～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20年3月31日現在）

■発行可能株式総数
99,684,000株

■発行済株式総数
28,437,651株
（自己株式22,340株を
除いております。）

■株主数
2,213名

■大株主の状況
株主名 持株数 出資比率

株式会社IHI 19,057 67.0 
日本駐車場開発株式会社 1,723 6.0 
石川島運搬機械従業員持株会 1,241 4.4 
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 1.0 
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 216 0.7 
住友生命保険相互会社（特別勘定） 118 0.4 
岩崎電氣株式會社 109 0.4 
時田　一弘 101 0.4 
日本トラステイ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 85 0.3 
シービーエヌワイデイエフエイインベストトラストカンパニージヤパンスモールカンパニーシリーズ 73 0.3 

（単位：持株数＝千株／出資比率＝％）

●個人・その他�
5,830千株（20.48％）2,056名�

●金融機関�
566千株（1.98％）14名�

●事業法人など�
21,323千株（74.94％）118名�

●外国法人・個人�
709千株（2.49％）16名�

●証券会社�
32千株（0.11％）9名�

●１千株以上１万株未満�
3,694千株（12.97％）�

●１千株未満�
30千株（0.10％）�

●100万株以上�
22,022千株（77.42％）�

●１万株以上１０万株未満�
1,873千株（6.56％）�

●10万株以上１００万株未満�
842千株（2.95％）�

（注）1.発行済株式の10分の1以上の数を保有する大株主1名を含め，上位10名の株主を
記載しております。
2.出資比率は，自己株式（22,340株）を控除して計算しております。
3.持株数については，表示単位未満を切り捨て，出資比率については四捨五入をして
表示しております。

会社概要（平成20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 1,340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
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

役員
代表取締役社長�
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�
丸　山　正　和�
伊　藤　光　男�
志　村　俊　和�
岡　野　弘　道�
神　林　　　隆�
松　岡　　　瞳�
田　中　秋　峰�
入　江　知　安�
岡　野　　　茂�
清　水　照　雄�
平　沼　朋　一�
岡　山　　　弘�
　　橋　宏　之�
山　根　秀　行�

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

■所有株数別株式分布■所有者別株式分布



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


