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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 68,588 11.1 2,114 1.8 2,231 7.1 1,098 0.6
20年3月期 61,715 15.6 2,078 120.2 2,082 87.7 1,092 101.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 38.64 ― 5.6 3.9 3.1
20年3月期 38.42 ― 5.8 3.8 3.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  85百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 58,523 19,850 33.9 698.13
20年3月期 56,561 19,186 33.9 674.70

（参考） 自己資本   21年3月期  19,850百万円 20年3月期  19,186百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 752 △674 △593 10,481
20年3月期 5,094 △804 △842 10,921

2.  配当の状況 

（注）21年３月期期末配当金の内訳 普通配当 10円00銭 特別配当３円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 7.00 ― 10.00 17.00 483 44.2 2.6
21年3月期 ― 7.00 ― 13.00 20.00 568 51.8 2.9
22年3月期 

（予想） ― 10.00 ― 10.00 20.00 71.1

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

36,000 25.0 700 114.1 700 63.7 350 56.5 12.30

通期 64,000 △6.7 1,600 △24.3 1,600 △28.3 800 △27.2 28.11
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は，15頁「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については，15頁「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 28,459,991株 20年3月期 28,459,991株
② 期末自己株式数 21年3月期  26,540株 20年3月期  23,340株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
※ 上記に記載した予想数値は，本資料作成日現在において入手可能な情報に基づき記載したものであり，実際の業績はさまざまな要因によって，上記
予想数値と異なる可能性があります。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は，世界的な経済情勢の悪化と急速に進行した円高によって輸出が激減しました。 

また，米国経済は平成 19 年以降の景気の減速に加え，昨年９月大手投資銀行の経営破たんなどによって金融情勢が急激

に悪化し，これが世界同時不況という未曾有の実態経済の悪化を招きました。これまで堅調さを維持してきたアジア経済

も昨年前半には原材料価格の高騰，後半は世界経済の悪化が成長率を押し下げる結果となりました。 

このような経営環境のなか，当社は数年来継続して取り組んでおります事業基盤の一層の強化と収益拡大，企業価値の

向上に向け全社一丸となり多面的な事業活動を推進してまいりました。 

しかしながら，受注高については自動車，造船，鉄鋼，電力産業における設備投資の抑制，マンション建設の減少など

による影響を受け，当期の受注高は 61,538 百万円(前期比 19.2％減)となりました。 

一方，売上高は一昨年来の好調な受注環境を背景にして，大型運搬機械本体や改修工事などが増加したことにより

68,588 百万円(前期比 11.1％増)となりました。損益面につきましては，国内工場のみならず海外の生産体制との連携の強

化を図るとともに品質の確保や設計段階からのコスト削減に取り組んだ結果，経常利益は 2,231 百万円(前期比 7.1％増)

となりました。また，当期純利益は 1,098 百万円(前期比 0.6％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事業） 

パーキングシステム市場におきましては，大都市圏におけるマンション建設が下降傾向にあったことから二・多段式駐

車装置本体の受注が落ち込み，受注高は，34,389 百万円(前期比 7.3％減)となりました。 

 売上高は，地下式パーキングの営業に注力したことやメンテナンス・改修工事が堅調に推移したことにより，34,749 百

万円(前期比 1.5％増)となりました。 

（運搬・物流システム事業） 

運搬・物流システム市場におきましては，自動車，造船をはじめとする製造業界における設備投資が大幅に減少いたし

ました。このため受注高は，27,148 百万円(前期比 30.4％減)となりました。 

 売上高は，アンローダやコンベヤの売上が計上されたことにより，33,838 百万円(前期比 23.2％増)となりました。  

 

次期の業績につきましては，売上高 64,000 百万円（前期比 6.7%減），営業利益 1,600 百万円（前期比 24.3%減），経常

利益 1,600 百万円（前期比 28.3%減），当期純利益 800 百万円（前期比 27.2%減）と見通しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

当期末における総資産は，前期末に比べ 3.5%増加の 58,523 百万円となりました。 

これは主に，代金回収促進によるキャッシュ・フローの増加に伴う余資運用の増加によるものであります。売掛金と受

取手形を合計した売上債権は，前期末に比べ 1.4%増加の 18,770 百万円となりました。また，支払手形と買掛金を合計し

た仕入債務は，前期末に比べ 16.0%増加の 19,009 百万円となりました。 

なお，流動資産のうち，有価証券勘定が前期末に比べ増加しておりますが，これは余資運用を目的とした譲渡性預金の

増加によるものであります。 

当期末の株主資本の総額は，19,855 百万円となりました。この株主資本につきましては，業績に応じた株主への適正な

利益配分と収益の向上と経営体質の強化を目指して，研究開発・生産体制の合理化・サービス体制の強化をはじめとする

競争力の強化のために充当したいと考えております。 
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（キャッシュ・フローの状況） 

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は，子会社合併に伴う資金の増加があったものの，工事代金の

前受金の減少や設備投資に伴う支出などにより，前期に比べ 439 百万円減少し，当期末は 10,481 百万円（前期比 4.0％減）

となりました。 

  

当期中における各キャッシュ・フローは，次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期において営業活動により獲得した資金は，前受金の減少，売上増による売上債権の増加，たな卸資産の増加に伴う

支出等があったものの，きめ細かな工事代金回収管理を行った結果，752 百万円（前期比 85.2％減）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期において投資活動の結果使用した資金は，674 百万円（前期比 16.2％減）となりました。これは，主に設備投資等

への支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期において財務活動の結果使用した資金は，593 百万円（前期比 29.6％減）となりました。これは，主に配当金の支払

によるものであります。 

キャッシュ・フロー関連指標の推移は，次のとおりであります。 
 

 平成 17 年 

３月期 

平成 18 年 

３月期 

平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

平成 21 年 

３月期 

自己資本比率（％） 46.8 36.5 34.5 33.9 33.9

時価ベースの自己資本比率（％） 23.4 29.9 29.1 22.6 14.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） ― 2.7 0.7 0.4 2.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― 48.7 145.0 177.3 25.2

（注）１ 各指標の算式は，次のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

２ 株式時価総額は，自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。 

３ キャッシュ・フローは，営業キャッシュ・フローを利用しております。 

４ 有利子負債は，貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

５ 利払いは，キャッシュ・フロー計算書に計上されている利息の支払額を利用しております。 

次期のキャッシュ・フローにつきましては，安定的に推移し，経常的な事業運営や設備投資に必要な資金は，現状の短

期借入 1,730 百万円の期末残高以上に借入に依存することなく，自己資金で充分賄えるものと見通しております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は，株主に対する配当政策を経営の重要課題の一つと認識しており，株主への利益還元と将来の事業展開に備える

内部留保の充実とのバランスを考慮しながら，業績に応じた適正な利益配分を行なうことを基本方針としております。 

上記方針に基づき，当期末配当は，１株当たり 13 円（普通配当 10 円，特別配当３円）の配当を実施する予定でありま

す。（中間配当７円実施済み）また，次期の配当につきましては，１株当たり年間 20 円の配当を見通しとしております。 

内部留保金につきましては，今後とも厳しい経営環境が予想される中で，収益性の向上と経営体質の強化を目指して，

研究開発・生産体制の合理化・サービス体制の強化をはじめとする競争力の強化のために，充当したいと考えております。 
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２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成 20 年６月 27 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から

重要な変更がないため開示を省略しております。 
なお，当社の全額出資子会社である石川島運搬機械エンジニアリング㈱につき，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当社を存続会社とする吸収合併を行なっております(平成 20 年

10 月１日付)。 
 

３．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社は，「信頼される技術で，お客様に満足いただける製品・サービスを提供し，社会の発展に貢献する」という経営理

念のもと，長年にわたる経験と実績を通じて培われたメカトロ技術をもとに，パーキングシステム，運搬・物流システム

の二分野を柱に事業を展開し，「搬送と保管技術のリーディングカンパニー」として豊かな社会作りに貢献しております。 

 

(2) 会社の対処すべき課題と中長期的な経営戦略 

今後のわが国経済は，欧米景気の悪化などを背景に，景気後退が長期化する見通しであります。特に，平成 21 年度に

おいては戦後最大のマイナス成長に陥るものと予測されております。そのため輸出入，雇用情勢，個人消費など，あらゆ

る分野において厳しい経済状況が継続するものとみられ，産業機械業界においても，企業の設備投資は一層減速すること

が予想されます。 
このような経営環境のなか，当社といたしましては，平成 21 年度を将来の飛躍への足腰を鍛える時期と位置付け，安

全・品質をさらに強化し計画収益を達成するため，以下の施策に取り組んでまいります。 

＜品質の確保と設計技術力の強化＞ 

「市場での競争力維持・向上」及び「製品・サービスの高付加価値化」を推進するため，当社の生命線である製品の品

質確保と設計技術力の強化を図ります。技術交流や研修などの機会を積極的に設け，設計技術者の育成・レベルアップの

ための体制を築くとともに，設計技法や製品の改良などを行ない，市場のニーズに応えることができるよう努めてまいり

ます。 

＜安全衛生意識の向上と労働災害の撲滅＞ 

製造・建設現場及びメンテナンス作業現場における労働災害の撲滅のため，設備・工法・作業管理・安全意識などの各

方面から見直しを行なうとともに，第一線の作業者にまで各施策が徹底するような職場環境づくりに取り組んでまいりま

す。 

＜受注の確保＞ 

企業の設備投資が大幅に減少しているという厳しい環境に立ち向かい，社内各部門の連携による戦略的な営業活動の展

開と，お客様の立場に立った提案や新たな営業メニューの工夫・考案に力を入れ，きめ細かい受注活動を行なってまいり

ます。 

＜収益性の向上＞ 
景気変動の中であっても収益性を確保するために，市場動向，適正な製品価格の追求，お客様のニーズを反映した製品・

サービスの適正価格化，経費の削減などを推進し，全社をあげて収益性の向上を目指した取り組みを展開いたします。 
＜生産体制の強化＞ 

生産技術者及び技能者の育成強化，国内生産拠点の競争力強化と拡大，安定した国内外注工場の育成・確保など，製造

現場から徹底的なコスト削減を図り，競争力を高めると同時に，事業活動全般にわたる生産拠点の強化に取り組んでまい

ります。 
＜新機種・新分野への進出＞ 

既存機種についてのコスト削減を推進する一方で，お客様や市場のニーズに適合した新機種・新分野へ進出するために，

昨年開発した i CART に代表される無人化・省力化など新技術への研究投資を積極的に行なってまいります。また，環境

に配慮した省電力・低騒音を目指した新製品の開発を含め，スピーディーな事業展開を図ってまいります。 
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＜人材力の強化と企業風土づくり＞ 

企業価値の維持・向上のために，質の高い人材確保を行なってまいります。技術伝承やスキルアップのための研修・教

育の充実を図るとともに，ワークライフバランスを実現し，心身ともに健康な職場環境を目指してまいります。 
 また，コンプライアンス意識の向上，内部統制制度の活用などを通して健全な企業風土を構築してまいります。 
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貸 借 対 照 表 

（単位：千円） 

  
前    期 

（平成20年３月31日） 
当    期 

（平成21年３月31日） 

資産の部   

流動資産    

  現金及び預金  2,021,678 3,078,208 

  受取手形  4,890,505 3,645,095 

  売掛金  13,614,179 15,125,534 

  有価証券  － 2,000,000 

  半製品  3,092 1,346 

  原材料及び貯蔵品  1,310,971 1,234,085 

  半成工事  8,547,431 11,343,692 

  前払費用  295,731 234,575 

  繰延税金資産  1,699,690 1,731,976 

  短期貸付金  8,950,000 5,548,216 

  その他  542,926 592,537 

  貸倒引当金  △22,937 △32,489 

流動資産合計  41,853,269 44,502,782 

固定資産    

有形固定資産    

  建物  1,245,982 1,373,397 

  構築物  241,955 253,567 

  機械及び装置  595,615 669,129 

  車両運搬具  1,843 10,056 

  工具，器具及び備品  322,512 340,681 

  土地  4,329,083 4,258,803 

  リース資産  － 179,684 

  建設仮勘定  356,242 10,810 

有形固定資産合計  7,093,235 7,096,128 

無形固定資産    

  のれん  785,130 462,565 

  電話加入権  36,443 36,977 

  施設利用権  717 571 

  技術使用権  828,020 659,145 

  ソフトウェア  260,461 302,868 

  ソフトウェア仮勘定  28,165 39,213 

無形固定資産合計  1,938,938 1,501,340 

投資その他の資産    

  投資有価証券  432,018 392,107 

  関係会社株式  65,576 136 

  関係会社長期貸付金  188,067 184,388 

  破産更生債権等  85,747 80,827 

  長期前払費用  63,833 10,884 

  繰延税金資産  2,595,697 2,501,894 

  敷金及び保証金  976,182 989,874 

  投資不動産  880,544 1,058,829 

  その他  476,630 290,318 

  貸倒引当金  △88,139 △86,296 

 投資その他の資産合計  5,676,160 5,422,964 

 固定資産合計  14,708,333 14,020,433 

資産合計  56,561,603 58,523,216 
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石川島運搬機械㈱(6321)平成 21 年 3 月期決算短信(非連結) 

 

貸 借 対 照 表 

（単位：千円） 

  
前    期 

（平成20年３月31日） 
当    期 

（平成21年３月31日） 

負債の部    

流動負債    

  支払手形  6,594,415 6,151,821 

  買掛金  9,800,357 12,858,048 

  短期借入金  1,730,000 1,730,000 

  一年内返済予定長期借入金  100,000 － 

  未払金  889,334 722,861 

  未払費用  223,674 343,239 

  未払法人税等  957,319 493,627 

  未払消費税等  206,800 151,303 

  前受金  6,401,723 5,826,408 

  預り金  52,137 57,402 

  前受収益  10,383 9,880 

  賞与引当金  1,237,495 1,433,946 

  役員賞与引当金  9,021 8,778 

  保証工事引当金  1,093,317 1,262,728 

  受注工事損失引当金  1,096,064 806,702 

  その他  142,993 56,931 

流動負債合計  30,545,037 31,913,679 

固定負債    

  退職給付引当金  6,647,829 6,422,447 

  役員退職慰労引当金  104,260 102,150 

リース債務  ― 149,869 

  その他  78,236 84,726 

固定負債合計  6,830,325 6,759,192 

負債合計  37,375,362 38,672,871 

純資産の部    

株主資本    

資本金  2,647,499 2,647,499 

資本剰余金    

   資本準備金  1,396,334 1,396,334 

   資本剰余金合計  1,396,334 1,396,334 

利益剰余金    

   利益準備金  537,002 537,002 

   その他利益剰余金    

    固定資産圧縮積立金  236,248 229,452 

    別途積立金  11,361,000 11,361,000 

    繰越利益剰余金  3,071,435 3,693,519 

   利益剰余金合計  15,205,685 15,820,974 

自己株式  △7,947 △9,094 

株主資本合計  19,241,571 19,855,712 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  9,932 △10,720 

繰延ヘッジ損益  △65,264 5,352 

  評価・換算差額等合計  △55,331 △5,368 

 純資産合計  19,186,240 19,850,344 

負債純資産合計  56,561,603 58,523,216 
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石川島運搬機械㈱(6321)平成 21 年 3 月期決算短信(非連結) 

 

損 益 計 算 書 

（単位：千円） 

  
前    期 

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当    期 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

 売上高  61,715,301 68,588,432 

 売上原価  52,425,444 58,514,484 

  売上総利益  9,289,857 10,073,947 

 販売費及び一般管理費  7,211,478 7,958,964 

  営業利益  2,078,378 2,114,982 

 営業外収益    

  受取利息  56,529 85,366 

  受取配当金  5,588 23,416 

  土地建物等賃貸料  134,998 135,112 

  その他  48,937 119,073 

  営業外収益合計  246,054 362,968 

 営業外費用    

  支払利息  28,560 26,392 

  その他  212,896 220,393 

  営業外費用合計  241,456 246,785 

  経常利益  2,082,975 2,231,165 

 特別利益  43,092 38,128 

 特別損失    

  減損損失  2,000 － 

  産業廃棄物処理費用  24,181 － 

  その他  1,676 19,281 

  特別損失合計  27,858 19,281 

  税引前当期純利益  2,098,209 2,250,012 

  法人税，住民税及び事業税  1,310,869 1,110,672 

  法人税等調整額  △305,140 40,621 

  法人税等合計  1,005,729 1,151,294 

  当期純利益  1,092,480 1,098,717 
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石川島運搬機械㈱(6321)平成 21 年 3 月期決算短信(非連結) 

 

株主資本等変動計算書 

（単位：千円） 

  前    期 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当    期 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,647,499 2,647,499 

当期末残高 2,647,499 2,647,499 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,396,334 1,396,334 

当期末残高 1,396,334 1,396,334 

資本剰余金合計   

前期末残高 1,396,334 1,396,334 

当期末残高 1,396,334 1,396,334 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 537,002 537,002 

当期末残高 537,002 537,002 

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 243,317 236,248 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩し △7,068 △6,795 

当期変動額合計 △7,068 △6,795 

当期末残高 236,248 229,452 

別途積立金   

前期末残高 11,361,000 11,361,000 

当期末残高 11,361,000 11,361,000 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,313,159 3,071,435 

当期変動額   

剰余金の配当 △341,273 △483,429 

固定資産圧縮積立金の取崩し 7,068 6,795 

当期純利益 1,092,480 1,098,717 

当期変動額合計 758,275 622,083 

当期末残高 3,071,435 3,693,519 
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石川島運搬機械㈱(6321)平成 21 年 3 月期決算短信(非連結) 

 

株主資本等変動計算書 

（単位：千円） 

  前    期 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当    期 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

利益剰余金合計   

前期末残高 14,454,478 15,205,685 

当期変動額   

剰余金の配当 △341,273 △483,429 

当期純利益 1,092,480 1,098,717 

当期変動額合計 751,206 615,288 

当期末残高 15,205,685 15,820,974 

自己株式   

前期末残高 △6,787 △7,947 

当期変動額   

自己株式の取得 △1,160 △1,147 

当期変動額合計 △1,160 △1,147 

当期末残高 △7,947 △9,094 

株主資本合計   

前期末残高 18,491,524 19,241,571 

当期変動額   

剰余金の配当 △341,273 △483,429 

当期純利益 1,092,480 1,098,717 

自己株式の取得 △1,160 △1,147 

当期変動額合計 750,046 614,141 

当期末残高 19,241,571 19,855,712 
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石川島運搬機械㈱(6321)平成 21 年 3 月期決算短信(非連結) 

 

株主資本等変動計算書 

（単位：千円） 

  前    期 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当    期 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 36,259 9,932 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,327 △20,653 

当期変動額合計 △26,327 △20,653 

当期末残高 9,932 △10,720 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △16,480 △65,264 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48,783 70,616 
当期変動額合計 △48,783 70,616 

当期末残高 △65,264 5,352 
評価・換算差額合計   

前期末残高 19,779 △55,331 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75,111 49,963 

当期変動額合計 △75,111 49,963 

当期末残高 △55,331 △5,368 

純資産合計   

前期末残高 18,511,304 19,186,240 

当期変動額   

剰余金の配当 △341,273 △483,429 

当期純利益 1,092,480 1,098,717 

自己株式の取得 △1,160 △1,147 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △75,111 49,963 

当期変動額合計 674,935 664,104 

当期末残高 19,186,240 19,850,344 
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石川島運搬機械㈱(6321)平成 21 年 3 月期決算短信(非連結) 

 

キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 前    期 当    期 

 自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日  

 至 平成20年３月31日 至 平成21年３月31日 

営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  2,098,209 2,250,012 

減価償却費  1,034,916 1,140,379 

減損損失  2,000 － 

固定資産廃却損  25,049 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △40,894 5,329 

賞与引当金の増減額（△は減少）  145,789 139,403 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）  △1,467 △243 

保証工事引当金の増減額（△は減少）  344,763 169,411 

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）  74,248 △289,362 

退職給付引当金の増減額（△は減少）  △205,046 △226,452 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △6,830 △2,110 

受取利息及び受取配当金  △62,118 △108,782 

支払利息  28,560 29,837 

売上債権の増減額（△は増加）  1,253,214 △39,201 

たな卸資産の増減額（△は増加）  △206,793 △2,560,332 

未収入金の増減額（△は増加）  △10,937 △93,036 

仕入債務の増減額（△は減少）  △850,464 2,321,258 

未払金の増減額（△は減少）  △34,557 △113,957 

前受金の増減額（△は減少）  2,553,686 △575,314 

未払費用の増減額（△は減少）  31,075 119,788 

未払消費税等の増減額（△は減少）  △161,056 △64,034 

その他  △282,474 166,492 

小計  5,728,872 2,269,084 

利息及び配当金の受取額  60,006 93,966 

利息の支払額  △28,731 △29,831 

法人税等の支払額  △665,898 △1,580,304 

営業活動によるキャッシュ・フロー  5,094,248 752,915 

投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △487,136 △600,310 

無形固定資産の取得による支出  △63,626 △142,105 

貸付金による支出  △378,571 － 

貸付金の回収による収入  150,000 50,000 

その他  △25,296 18,382 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △804,629 △674,034 
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石川島運搬機械㈱(6321)平成 21 年 3 月期決算短信(非連結) 

 

キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

前    期 当    期 

自 平成19年４月１日 自 平成20年４月１日 

  

至 平成20年３月31日 至 平成21年３月31日 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出額 － △100,000 

長期借入金の返済による支出額 △500,000 － 

配当金の支払額 △341,006 △482,330 

自己株式取得による支出 △1,160 △1,147 

その他 － △9,614 

財務活動によるキャッシュ・フロー △842,166 △593,092 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,236 △1,814 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,434,215 △516,025 

現金及び現金同等物の期首残高 7,487,463 10,921,678 

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 76,317 

現金及び現金同等物の期末残高 10,921,678 10,481,969 

 

 

－14－



石川島運搬機械㈱(6321)平成 21 年 3 月期決算短信(非連結) 

 

（重要な会計方針の変更） 

下記「棚卸資産の評価に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準」以外は，最近の有価証券報告書（平成20

年６月27日）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

(1) 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当期から

適用しております。評価基準については，原価法から原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）に変更してお

ります。この結果，従来の方法に比べて，売上総利益，経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ171,351千円減少して

おります。 

(2) リース取引に関する会計基準 

当期より，「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17 日（企業審議会第一部会），平

成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成６年

１月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会），平成 19 年３月 30 日改正））を適用しております。  
 なお，リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リ－ス取引については，引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 

注記事項 

(１株当たり情報) 

項    目 前    期 当    期 

１株当たり純資産額 674円70銭 698円13銭

１株当たり当期純利益 38円42銭 38円64銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 ― ―

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については，潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は，次のとおりであります。 

 前    期 当    期 

当期純利益（千円） 1,092,480 1,098,717

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,092,480 1,098,717

普通株式の期中平均株式数（株） 28,438,001 28,435,245

 

（持分法投資損益等） 

（前    期） 

関連会社に対する投資の金額            ―千円 

持分法を適用した場合の投資の金額       312,579千円 

持分法を適用した場合の投資利益の金額     85,566千円 

（注） なお，当社の関連会社に対する投資は，非連結子会社が行なっているため，当社からの直接投資額はあり

ません。 

（当    期） 

該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

貸借対照表，損益計算書，株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに下記の注記事項については，決算

短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

リ－ス取引，有価証券，デリバティブ取引，関連当事者との取引，税効果会計，退職給付等 
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生産，受注及び販売の状況 

(1) 生産実績                                          （単位：千円） 

 
前    期 

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当    期 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

前期比増減 

区   分 金   額 構成比 金   額 構成比 金   額 増減率 
  ％  ％  ％

パーキングシステム 35,475,450 57.3 37,856,884 52.4 2,381,434 6.7 

運搬・物流システム 26,384,633 42.7 34,361,879 47.6 7,977,245 30.2 

合計 61,860,083 100.0 72,218,763 100.0 10,358,679 16.7 

 

(2) 受注高                                           （単位：千円） 

 
前    期 

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当    期 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

前期比増減 

区   分 金   額 構成比 金   額 構成比 金   額 増減率 

  ％ ％ ％

パーキングシステム 37,105,343 48.7 34,389,684 55.9 △2,715,659 △7.3 

運搬・物流システム 39,032,177 51.3 27,148,713 44.1 △11,883,463 △30.4 

合計 76,137,520 100.0 61,538,397 100.0 △14,599,122 △19.2 

 

(3) 売上高                                           （単位：千円） 

 
前    期 

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当    期 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

前期比増減 

区   分 金   額 構成比 金   額 構成比 金   額 増減率 

  ％ ％ ％

パーキングシステム 34,242,603 55.5 34,749,870 50.7 507,267 1.5 

運搬・物流システム 27,472,698 44.5 33,838,561 49.3 6,365,862 23.2 

合計 61,715,301 100.0 68,588,432 100.0 6,873,130 11.1 

 

(4) 受注残高                                          （単位：千円） 

 

 
前    期 

（平成20年３月31日） 
当    期 

（平成21年３月31日） 
前期比増減 

区   分 金   額 構成比 金   額 構成比 金   額 増減率 

  ％ ％ ％

パーキングシステム 28,842,697 42.9 28,482,510 47.4 △360,186 △1.2 

運搬・物流システム 38,351,587 57.1 31,661,739 52.6 △6,689,847 △17.4 

合計 67,194,284 100.0 60,144,250 100.0 △7,050,034 △10.5 
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石川島運搬機械㈱(6321)平成 21 年 3 月期決算短信(非連結) 

 

役 員 の 異 動（平成 21 年６月 25 日付） 

 

１．代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

２．その他役員の異動 

(1) 新任取締役候補 

取 締 役 岡山
おかやま

  弘
ひろむ

 （現：当社理事パーキングシステム事業本部パーキングシステム事業部長） 

取 締 役 上沼
うえぬま

 繁夫
しげお

 （現：当社理事パーキングシステム事業本部パーキングメンテナンス事業部長） 

取 締 役 戸
と

原
はら

 淳
じゅん

次
じ

 （現：当社理事パーキングシステム事業本部企画管理部長） 

取 締 役 倉田
くらた

 泰則
やすのり

 （現：当社理事企画財務部長） 

取 締 役 土田
つちだ

  剛
つよし

 （現：株式会社ＩＨＩロジスティックスセクター管理部長） 

 

(2) 新任監査役候補 

 

監 査 役 鷹合
たかあい

 賢司
けんじ

 （現：株式会社ＩＨＩロジスティックスセクター管理部次長） 

 

(3) 退任予定取締役 

 

常務取締役 丸山
まるやま

 正和
まさかず

 (株式会社ＩＨＩ常勤監査役に就任予定) 

取 締 役 松岡
まつおか

  瞳
ひとみ

  

取 締 役 田
よ し だ

 詠一
えいいち

  

 

 

（注）１ 新任取締役候補 土田 剛氏は，会社法第２条第 15 号に定める社外取締役の候補者であります。 

２ 新任監査役候補 鷹合賢司氏は，会社法第２条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。 
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