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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37期

中間事業のご報告（平成20年4月1日から平成

20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。

業績の概要

当中間期におけるわが国経済は，米国にお

けるサブプライムローン問題に端を発した金

融・資本市場の混乱や原油・原材料価格の

不安定さに加え，株式市場の低迷，企業収益

への圧迫，個人消費の冷え込み等による先

行きの不透明感から景気は後退局面にあり

ます。

このような経営環境のなか,当社の当中間

期の受注高は，33,268百万円（前年同期比

16 .0％減）となりました。また，売上高は，

28,783百万円（前年同期比8.8％増）となりま

した。

損益面につきましては，経常利益は427百万

円（前年同期比53.7％減），中間純利益は223

百万円（前年同期比52.5％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，標準型駐車装置本体のエレベ

ータパーキングや改修工事の増加により，

20,271百万円（前年同期比5.0％増）となりま

した。

売上高は，二・多段式駐車装置及び改修

工事が増加したものの標準型駐車装置本体

は減少し，14,370百万円（前年同期比1.2％減）

となりました。

受注高は，主として大型荷役設備が減少し，

12,996百万円（前年同期比35.9％減）となりま

した。

売上高は，改修工事及び物流機器が減少

したものの，大型荷役設備やジブクライミングク

運搬・物流システム事業

パーキングシステム事業

レーンが増加し，14,413百万円（前年同期比

20.9％増）となりました。

会社の対処すべき課題と
中長期的な経営戦略

今後の経済見通しについては，当面，世界

経済が減速するなかで，下向きの動きが続くも

のと予測されております。加えて，米国，欧州

における金融危機の深刻化や景気の一層の

下振れ懸念，株式・為替市場の大幅な変動

などから，景気の状況がさらに厳しくなるリス

クが存在するものと予測されております。

また，最近の株式・為替市場の大幅な変動

やエネルギー・原材料価格高の影響は企業

収益が減少し，設備投資の下振れ懸念や雇

用情勢にも影響がでており，わが国の景気は

弱まっているものと予測されております。

このような環境のなかで，当社といたしまし

ては，市場ニーズや顧客ニーズに柔軟に対応

できる受注体制の整備と強化に取り組み，ま

た，設計技術・生産技術の向上と生産拠点の

整備・拡充を進めコスト競争力の強化に取り

組み，品質や納期確保を推進するとともに収

益基盤を強固なものにして，持続的な成長を

目指してまいります。

パーキングシステム事業は，首都圏・近畿圏

を中心とした超高層マンションやオフィスビル

の建設需要は下降傾向にあり，駐車場市場

の受注増加が厳しいことから改修・メンテナン

ス事業の強化に取り組んでまいります。

運搬・物流システム事業は，製鉄・電力・造

船・一般産業機械など製造業の設備投資意

欲は堅調であり，当社の製品である連続式荷

役設備をはじめ大型運搬機械などの受注を

確保してまいります。先行きにつきましては企

業収益が減少することから，当面，慎重な動

きが続くものと予測されますので，戦略的営業

活動を推進してまいります。

また，事業活動においてはコンプライアンス

（法令遵守）意識の高揚を図るとともに健全な

企業活動の推進，CSR（企業の社会的責任）

を果たすよう尽力してまいります。内部統制体

制も強化し，リスクマネジメントを強固にするこ

とで経営の品質を高めてまいります。

当社といたしましては，このような事業全般

にわたる取り組みを行なうことで企業価値を

向上させるとともに，顧客に信頼されるブラン

ドの確立を目指してまいります。

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，中間配当につきまして

は，1株当たり7円の配当を実施いたします。

期末配当につきましては，1株当たり10円の配

当を予定しております（年間配当17円を予定）。

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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事業のご紹介・News Flash

西日本最大スケール高層ツインビル用
エレベータパーキング16基を受注
大阪府八尾市のJR久宝寺駅前に建

設予定の高層ツインビル「メガシティタワ

ーズ」。この西日本最大スケールの施設

内に設置予定の自立型エレベータパー

キング計16基（1,200台収容）を受注しま

した。ひとつの施設に設置されるタワー

式駐車場の規模としては，日本最大級の

規模になります。完成は西棟が平成23

年，東棟が平成24年の予定です。

「メガシティタワーズ」（JR久宝寺駅前

商業住宅複合タワー）は旧国鉄操車場

跡地に建設される高さ約150mのツイン

ビル。建築主は住友不動産（株）をはじ

め関西電力（株）や関電不動産（株）から

なるグループで，大阪の新しいランドマー

クとなる建築物です。高層部分の住居

（1,493戸）と低層部分の大型商業施設

で構成される「メガシティタワーズ」は，ひと

つの街を作り出すビッグプロジェクトです。

「東京スカイツリー」建設用
日本最高揚程の大型クレーン受注
（株）大林組より「東京スカイツリー」建

設用のタワークレーン（ジブクライミング

クレーン）を3基受注しました。

「東京スカイツリー」は，東武鉄道（株）

出資の東武タワースカイツリー（株）が東

京都墨田区に建設する地上デジタル放

送用電波塔です。施工期間は平成20年

7月着工開始し，平成23年12月の竣工予

定。完成時には日本一の超高層建造物

となり，自立式鉄塔としては世界一の高

さを達成します。

今回，「東京スカイツリー」建設用に採

用された3基のクレーンは，荷の最大定

格荷重32t，揚程も通常の250mを超え

る420mで，日本で最高揚程の大型クレ

ーンです（現場ではこのほかにも当社製

の既存のタワークレーンも使用されま

す）。この3基のクレーンは平成21年1月

以降，順次納入を予定しています。

News Flash

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
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財務ハイライト
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財務ハイライト

（注）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

貸借対照表
当中間期 前年中間期 前　期

科　目 平成20年 平成19年 平成20年
9月30日 9月30日 3月31日

資産の部
流動資産 42,203 37,455 41,853

現金及び預金 1,818 1,348 2,021

受取手形及び売掛金 13,628 15,515 18,504

有価証券 1,500 － －

たな卸資産 13,308 11,244 9,861

短期貸付金 9,200 7,100 8,950

その他 2,767 2,281 2,538

貸倒引当金 △ 19 △ 34 △ 22

固定資産 14,453 14,525 14,708

有形固定資産 6,925 6,811 7,093

土地 4,251 4,329 4,329

その他 2,674 2,482 2,764

無形固定資産 1,693 2,199 1,938

投資その他の資産 5,834 5,514 5,676

繰延税金資産 2,597 2,599 2,595

その他 3,332 3,019 3,168

貸倒引当金 △ 94 △ 104 △ 88

資産合計 56,657 51,981 56,561

損益計算書
当中間期 前年中間期 前　期

科 目 平成20年4月1日から 平成19年4月1日から 平成19年4月1日から
平成20年9月30日まで 平成19年9月30日まで 平成20年3月31日まで

売上高 28,783 26,459 61,715
売上原価 24,673 21,995 52,425
売上総利益 4,110 4,463 9,289
販売費及び一般管理費 3,783 3,532 7,211
営業利益 327 930 2,078
営業外収益 152 95 246
受取利息 45 19 56
その他 107 75 189
営業外費用 52 102 241
支払利息 13 14 28
その他 38 87 212
経常利益 427 923 2,082
特別利益 33 32 43
特別損失 12 3 27
税引前中間（当期）純利益 448 952 2,098
法人税，住民税及び事業税 224 456 1,310
法人税等調整額 － 24 △ 305
中間（当期）純利益 223 471 1,092

（単位：百万円）

当中間期 前年中間期 前　期
科　目 平成20年 平成19年 平成20年

9月30日 9月30日 3月31日

負債の部
流動負債 30,741 26,167 30,545
支払手形及び買掛金 15,586 14,850 16,394
短期借入金 1,830 2,230 1,830
未払法人税等 237 444 957
前受金 8,232 4,696 6,401
保証工事引当金 1,208 861 1,093
受注工事損失引当金 1,233 906 1,096
その他 2,411 2,178 2,771

固定負債 6,751 6,979 6,830
長期借入金 － 100 －
退職給付引当金 6,586 6,716 6,647
その他 165 162 182

負債合計 37,493 33,146 37,375

純資産の部
株主資本 19,180 18,820 19,241
資本金 2,647 2,647 2,647
資本剰余金 1,396 1,396 1,396
利益剰余金 15,144 14,783 15,205
自己株式 △ 8 △ 7 △ 7

評価･換算差額等 △ 15 15 △ 55
純資産合計 19,164 18,835 19,186
負債・純資産合計 56,657 51,981 56,561

（単位：百万円）

財務諸表の概要・株式の状況

株式の状況（平成20年9月30日現在）

（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。

キャッシュ・フロー計算書
当中間期 前年中間期 前　期

平成20年4月1日から 平成19年4月1日から 平成19年4月1日から
平成20年9月30日まで 平成19年9月30日まで 平成20年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ･フロー 2,297 1,266 5,094

投資活動によるキャッシュ･フロー △ 423 △ 160 △ 804

財務活動によるキャッシュ･フロー △ 284 △ 142 △ 842

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 △ 2 △ 13

現金及び現金同等物の増加額 1,596 961 3,434

現金及び現金同等物の期首残高 10,921 7,487 7,487

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 12,518 8,448 10,921

（単位：百万円）

■発行可能株式総数 99,684,000株

■発行済株式総数 28,436,151株
（自己株式数23,840株を除いております）

■株主数 2,213名

■所有者別株式分布 ●金融機関�
　520千株（1.82％）17名�

●事業法人など�
　21,359千株（75.08％）113名�

●個人・その他�
5,797千株（20.35％）2,051名�

�

●外国法人・個人�
755千株（2.65％）23名�

●証券会社�
29千株（0.10％）9名�

■所有株数別株式分布 ●1千株未満�
31千株（0.10％）�

●100万株以上�
　22,090千株（77.67％）�

●1千株以上1万株未満�
3,725千株（13.07％）�

●1万株以上10万株未満�
1,850千株（6.48％）�

●10万株以上100万株未満�
764千株（2.68％）�
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会社概要（平成20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 1,398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

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

会社概要

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�
石　垣　幸　雄�
　　田　詠　一�
畑　中　助　光�
岡　山　　　弘�
山　根　秀　行�
飯　田　秀　和�

（注）※1取締役 　田詠一は，社外取締役であります。�
※2監査役 岡山弘，山根秀行および飯田秀和は，
社外監査役であります。�

株主インフォメーション

株券電子化実施後の手続のお申し出先について
平成21年1月5日（月曜日）から，上場会社の株券電子化が実施される予定です。これにともない，

上場会社の株券はすべて無効となり，株主様の権利は電子的に証券会社などの金融機関の口座

で管理されますので，以下のとおり手続のお申し出先が変更となります。

1. 株券電子化後の未払配当金の支払のお申し出先

これまでどおり，株主名簿管理人にお申し出ください。

2. 株券電子化後の住所変更，単元未満株式の買取，配当金受取方法の指定などのお申し出先

①証券保管振替機構（ほふり）に株券を預けられている株主様：お取引証券会社など

②証券保管振替機構（ほふり）に株券を預けられていない株主様：特別口座を開設する下記口

座管理機関

なお，②に該当される株主様につきましては，証券会社などのご本人様口座への振替請求を含め

まして，お申し出を受け付けることができるのは，特別口座に記録される予定日であります平成21年1

月26日（月曜日）からとなりますのでご了承ください。

記

■口座管理機関 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

■同ご照会先 〒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）

■同取次窓口 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

株券電子化実施前後の単元未満株式の買取請求のお取り扱いについて
株券電子化制度への移行にともない，ほふりに株券を預けられていない株主様の単元未満株式

の買取請求につきましては，次のとおりのお取り扱いとさせていただきますのでご了承願います。

1. 平成20年12月25日（木曜日）から平成21年1月4日（日曜日）までに受付したものの買取代金の支

払は平成21年1月26日（月曜日）とさせていただきます（買取価格はご請求日の終値となります。

なお，平成20年12月30日（火曜日）までに値が付かない場合は返却させていただきます）。

2. 平成21年1月5日（月曜日）から平成21年1月25日（日曜日）までの間，単元未満株式の買取請求

の受付を停止します。

なお，ほふりに株券を預けられている株主様に関しましても，株券電子化直前に単元未満株式の

買取請求の取次停止期間が設けられますが，詳細はお取引証券会社などにご確認ください。

株券電子化実施後の配当金受取方法のお取り扱いについて
株券電子化により，従来の配当金振込口座のご指定方法に加えて，あらかじめ登録した一つの

預金口座で株主様の保有しているすべての銘柄の配当金のお受け取りや，証券会社の口座でも配

当金のお受け取りが可能となります。確実に配当金をお受け取りいただくためにも，これらの振り込

みによる配当金のお受け取りをお勧めします。詳しくはお取引証券会社などにお問い合わせください。



〒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

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（金融商品
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


