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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の状況 

  

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (千円) 19,986,317 18,382,116 17,704,933 18,628,527 20,098,543

経常利益 (千円) 279,569 235,428 275,636 447,376 837,317

当期純利益 (千円) 105,069 61,028 105,936 196,076 442,406

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 1,033,500 1,033,500 1,033,500 1,033,500 1,033,500

発行済株式総数 (株) 6,180,000 6,180,000 6,180,000 6,180,000 6,180,000

純資産額 (千円) 4,826,364 4,784,079 4,805,936 4,912,420 5,285,933

総資産額 (千円) 16,727,792 14,907,255 14,785,165 15,198,503 17,355,060

１株当たり純資産額 (円) 780.97 772.97 776.22 793.47 854.34

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

15.00 

(7.50)

15.00

(7.50)

15.00

(7.50)

15.00 

(7.50)

15.00

(7.50)

１株当たり当期純利益 (円) 17.00 8.72 15.70 30.31 70.60

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 28.9 32.1 32.5 32.3 30.5

自己資本利益率 (％) 2.2 1.3 2.2 4.0 8.7

株価収益率 (倍) 29.4 52.8 29.3 16.9 9.9

配当性向 (％) 88.2 172.0 95.5 49.5 21.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △14,543 △61,913 △677,085 917,118 566,839

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 64,283 168,374 △303 △6,414 △77,271

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △150,942 △128,688 △92,661 △92,635 △92,708

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 3,669,197 3,646,970 2,876,920 3,694,989 4,091,849

従業員数 (人) 386 380 370 365 357



(注) １ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については、記載しており

ません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。 

４ 第39期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準第２号)

及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企業会計基準適

用指針第４号）を適用しております。 

  



２ 【沿革】 

  

  

年月 沿革

昭和40年９月 石川島播磨重工業株式会社ならびに主要特約店数社は、同社製ユニットヒータ(温風暖房機)のア

フターサービスおよび部品販売を充実させる目的で、共同出資によりサービス専門会社を設立す

ることに合意し、石川島エヤコンサービス株式会社設立、業務を開始。 

昭和42年４月 ターボ冷凍機のサービス業務開始。

昭和43年３月 温水ボイラ・遠心分離機のサービス業務開始。

昭和44年５月 汎用圧縮機のサービス業務開始。 

昭和48年４月 石川島標準ボイラ東京サービス株式会社を吸収合併し、商号を石川島東京サービス株式会社に変

更。 

昭和50年４月 冷水塔のサービス業務開始。 

昭和53年10月 標準ボイラ部門を東京石川島機工株式会社(現石川島汎用ボイラ株式会社)として分離。 

昭和55年４月 石川島汎用機サービス株式会社を吸収合併し、東西２社に分割されていたサービス地域を一本

化。商号を石川島汎用機サービス株式会社に変更。 

昭和55年10月 石川島播磨重工業株式会社より温風暖房機・食器洗浄機の設計・外注販売業務の移管を受ける。

昭和62年10月 石川島油機株式会社を吸収合併し、販売品目に給油装置を加え業容を拡大。

平成５年４月 石川島播磨重工業株式会社より舶用過給機の部品販売および修理業務の移管を受ける。 

平成５年10月 石川島播磨重工業株式会社より圧縮機部品等の保管・入出庫業務の移管を受ける。 

平成６年４月 本社を中央区築地へ移転、あわせて東京地区事務所を本社へ統合。

平成７年11月 当社株式を日本証券業協会の登録銘柄として登録。

平成10年10月 石川島播磨重工業株式会社との舶用過給機事業に関する業務提携を解消し、同事業をターボ シ

ステムズ ユナイテッド株式会社に移管する。 

平成16年12月 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。 



３ 【事業の内容】 

当社の主な事業は、修理・点検、装置据付等の工事と部品および機器の販売に分かれております。修理・点検は圧

縮機、分離機など各種の汎用機械および装置の点検・診断・保守・修復等の技術サービスであり、装置据付等はこれ

ら機械の設置・試運転調整やミニプラントの据付・建設・移設・改造であります。そして、部品はこの技術サービス

に伴って販売いたしております。機器販売は暖房機・洗浄機・給油装置等が主体となっております。 

当社は、親会社である石川島播磨重工業株式会社の回転機械事業部製品(圧縮機、分離機等)について修理、点検、

据付等を行っており、同社が需要家から直接受注した修理・据付等の工事は当社が施工いたしております。また、同

社から圧縮機、分離機などの部品および機器を購入し、販売いたしております。 

  

(1) 事業の系統図は次のとおりであります。 

  

 
  



４ 【関係会社の状況】 

  

(注) １ 石川島播磨工業株式会社は有価証券報告書提出会社であります。 

２ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(2) 労働組合の状況 

当社の労働組合は石川島汎用機サービス労働組合と称し、組合員数は平成18年３月31日現在191名です。 

当社と労働組合とは、相互理解に根ざす信頼関係に基づき労働協約を締結し、労働条件その他労使間の重要問題

について労使懇談会等を開催し、相互の理解と率直な意見交換をはかっており、労使関係は極めて安定していま

す。 

  

名称 住所 
資本金 
又は出資金 
(千円) 

主要な事業

の内容 

議決権の

所有(被所有)割合 
関係内容 

所有割合

(％) 
被所有割合

(％) 

(親会社)     

石川島播磨重工業㈱ 東京都江東区 64,924,757 
総合重機械

製造・販売 
―

68.94

(2.39)

修理・据付の請負および商

品・材料等の購入 
大宮商品センターの賃借 

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

357 43.6 19.8 6,556,785



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績の概要 

当期におけるわが国経済は、上半期においてはIT(情報機器)分野の在庫調整が終了するとともに企業収益の改善

を背景とした設備投資と個人消費の増加による内需主導型の景気回復が継続し、昨年後半から続いていた「踊り

場」状況を抜け出しました。 

下半期においても引き続き企業の業績は好調に推移し、設備投資と個人消費も堅調に推移するとともに米国およ

び中国を中心とした輸出も増加し、全体として民間需要に支えられた国内景気の回復が継続しました。 

このような経済状況のなかで、当社は全力をあげて受注高と売上高の確保、調達費削減、経費削減等に注力し、

企業収益の向上に努めてまいりました結果、受注高、売上高、当期純利益ともに前期を大きく上回ることができま

した。 

当期の受注高合計は21,360百万円となり、前期比10.0％の増加となりました。これは主に装置据付工事の増加に

よるものであります。 

また、売上高につきましても、主に装置据付工事が増加し、合計で20,098百万円と、前期比7.9％の増加となりま

した。 

損益面につきましても、売上高の増加が大きく寄与し、経常利益は837百万円(前期比87.2％増)となりました。こ

の結果、当期純利益も442百万円(前期比125.6％増)となりました。 

(修理・点検) 

修理・点検におきましては、受注高は前期比1.6％増加の9,278百万円となり、売上高は前期比0.2％減少の9,013

百万円となりました。 

(装置据付等) 

装置据付等におきましては、受注高は前期比46.1％増加の6,430百万円となり、売上高は前期比33.3％増加の

5,329百万円となりました。 

(部品) 

部品におきましては、受注高は前期比2.9％増加の2,843百万円となり、売上高は前期比5.2％増加の2,846百万円

となりました。 

(機器) 

機器におきましては、受注高は前期比10.0％減少の2,807百万円となり、売上高は前期比0.5％増加の2,908百万円

となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの概要 

当期のキャッシュ・フローは、営業活動において566百万円のプラス、投資活動において77百万円のマイナス、財

務活動において92百万円のマイナス、合計396百万円のプラスになりました。 

この結果、当期末の現金および現金同等物は、前期末に比べ396百万円の増加(前期は818百万円の増加)し、4,091

百万円となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当期における生産実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当期における受注状況を区分別に示すと、次のとおりであります。 
  

  

区分 

第42期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(千円) 

前年同期比(％) 

修理・点検 9,057,913 0.5

装置据付等 5,775,168 45.6

合計 14,833,081 14.2

区分 
受注高(千円) 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前年同期比(％)
受注残高(千円)
(平成18年３月31日) 

前年同期比(％)

工事    

修理・点検 9,278,913 1.6 1,518,169 21.2

装置据付等 6,430,379 46.1 2,711,236 68.4

小計 15,709,293 16.0 4,229,405 47.7

販売    

部品 2,843,100 2.9 152,027 △2.5

機器 2,807,862 △10.0 668,633 △13.1

小計 5,650,962 △3.9 820,661 △11.3

合計 21,360,256 10.0 5,050,066 33.3



(3) 販売実績 

当期における販売実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 
  

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

区分 

第42期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(千円) 

前年同期比(％) 

工事  

修理・点検 9,013,701 △0.2

装置据付等 5,329,069 33.3

小計 14,342,770 10.1

販売  

部品 2,846,987 5.2

機器 2,908,784 0.5

小計 5,755,772 2.8

合計 20,098,543 7.9



３ 【対処すべき課題】 

わが国経済は、今後とも、企業収益の改善にともなう設備投資と個人消費の増加および米中経済を背景とする輸出

増加による民需主導型の景気回復が継続するものと見られます。 

しかしながら、今後、原油価格の更なる高騰、量的緩和解除後の金利上昇と円高、米国経済の状況次第では、景気

回復に影響が出ることも考えられます。 

今後の持続的景気回復のため、日銀の適切な金利政策が望まれます。 

このような経済状況の中におきまして、当社といたしましては、引き続きサービス業の基本に立ち返り、顧客に満

足いただける高品質と高付加価値のサービスを提供することに注力するとともに、新規顧客、市場の開拓をはかり、

受注の拡大に取り組んでまいります。 

また、収益面では前期に引き続き、調達費削減の強化推進による工事採算の向上、販売費及び一般管理費の削減、

空調機、洗浄機事業の収益改善、高付加価値を実現する技術力の強化、情報システムの再構築による事務効率の向上

等の諸対策を推進してまいります。 

一方、経営の効率と健全性の向上をはかるため、取締役会、監査役会等による経営管理の強化と内部統制およびコ

ンプライアンスの推進をはかるとともに、経営情報の適時開示によって、株主の皆様、取引先等との良好な関係を構

築することにより、コーポレート・ガバナンスの充実をはかってまいります。 

これらの対策に取り組むことにより経営体質の強化をはかり、今後とも安定的配当の維持に努めてまいります。 

  

４ 【事業等のリスク】 

当社の経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、以下のようなものがあります。なお、文中に

おける将来に関する事項は、当期末現在において判断したものであります。 

(1) 経済状態 

当社の主要機種はわが国の経済状態により大きく影響を受けます。 

分離機、下水処理機種については、官公庁向け案件が大半を占めており、公共投資が減少する場合は当社の経営

成績と財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

スラリーリサイクル装置は、半導体、太陽電池等を製造する、いわゆるIT産業向けの機種でありますので、IT産

業の景気動向の影響を大きく受けやすく、IT産業の設備投資が減少する場合は当社の経営成績と財政状態に悪影響

を及ぼす可能性があります。 

  

(2) 業績の下期偏重 

当社の工事のうち、分離機、下水処理場等の官公庁向け工事の完成が年度末に集中するとともに、民間向け工事

についても客先の予算、工事日程の都合により年度末の完成が多くなります。また暖房機器等の季節商品について

も下半期に偏って完成します。このため全体として売上高、売上総利益が下半期に偏る傾向があります。 

一方、販売費及び一般管理費は、上半期、下半期にてほぼ同額が計上されるため、営業利益の段階では、更に下

半期に業績が偏る傾向となっております。 



(3) 技術の伝承 

当社の事業は、高度な技術を保有するベテラン従業員によって支えられているところが大きく、ベテラン従業員

の持つ高度な技術を若手従業員に伝承していくことは、会社経営上の大きな課題と考えております。 

当社の年齢別人員構成は、いわゆる「ワイングラス型」の人員構成になっており、今後数年間に相当数の定年退

職が予定されております。現在当社は、若手技術者の技術教育を定期的に実施して技術の伝承をはかっております

が、有能な若手技術者の育成・確保ができなかった場合は、当社の経営成績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 当社の行っている主な基本協定は次のとおりであります。 

  

契約期間：定めなし。 

  

(2) 株式交換契約の締結 

当社と石川島播磨重工業株式会社は、効率的な事業運営によるグループ経営の強化を図ることを目的として、平

成18年５月16日に株式交換契約を締結し、同年６月28日開催の定時株主総会において承認されました。 

株式交換の概要は、次のとおりであります。 

(1) 株式交換の内容 

石川島播磨重工業株式会社を完全親会社とし、当社が完全子会社になります。 

(2) 株式交換の日  平成18年10月１日 

(3) 交換比率 

当社の普通株式１株につき石川島播磨重工業株式会社の普通株式1.99株の割合をもって割当交付いたしま

す。 

なお、石川島播磨重工業株式会社の概要等については、「第５ 経理の状況 財務諸表等(1)財務諸表 注記事項

(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。 

  

相手方の名称 国名 契約事項 契約の内容 

石川島播磨重工業株式会社 日本 石川島播磨重工業株式会社回転

機械事業部製品の技術サービス 

１ サービス工事業務の実施 

２ 部品の仕入れ及び販売 

３ 技術情報及びノウハウの提供 

４ 工業所有権の許諾 



６ 【研究開発活動】 

当社の研究開発活動は、自社製品である空調システム機器・洗浄システム機器・給油システム機器等を対象に、製

品の競争力を向上させ受注・販売に直接寄与するために、製品の改良・コストダウン・モデルチェンジ等と、提案営

業を支えるソフト開発・システム開発等の技術開発に取り組んでおります。スラリー関連では、半導体・太陽電池用

シリコンウエハーの切削、研磨に用いるスラリーの分離リサイクル技術、およびクーラント蒸留リサイクルの開発を

実施しております。 

その活動は機器統括部、技術部および分離システム部が中心になり、必要に応じて事業所スタッフの協力を得て推

進しております。 

当期における研究開発費の総額は、121,491千円であります。 

主な研究開発成果は、次のとおりであります。 

  

(1) 空調システム 

環境問題の対策として使用燃料を重油・灯油からガスへ変換するユーザーが増えております。従来のガスバーナ

に較べ低NOx値で燃焼効率が向上したRA200形燃料転換用ガスバーナの開発を完了しました。これによりNOx値80ppm

以下(従来110ppm)で熱効率83～84％(従来80％)となり性能が改善されました。 

空調システムの研究開発費は、21,723千円であります。 

  

(2) 洗浄システム 

容器洗浄機およびパレット洗浄機に関し、既納機における機構、性能などの問題点について改善をはかり良好な

結果を得ることができました。今後はこの成果を製品に反映させていきます。 

また、ニューフライト洗浄機に関しては、改善改良をはかり標準化を推進していきます。 

洗浄システムの研究開発費は、16,586千円であります。 

  

(3) 給油システム 

グリース用連続吐出型定量弁のコントローラの開発が完了し、この夏に販売開始予定であります。 

分配弁BL形のノンアスベストパッキン試作を開始しました。今期前半にテストを予定しております。 

給油システムの研究開発費は、7,428千円であります。 

  

(4) スラリーの分離リサイクル技術開発 

ワイヤーソーリサイクル装置の検証テストを18件実施し、７件が有効であることを確認できました。 

シリコンスラッジのリサイクル方法として、外周研削水と蒸留で検証テストを現在６件実施しております。 

市場はシリコンリサイクルの需要が拡大しており、引き続き検証テストを実施していきます。 

スラリーの分離リサイクル技術の研究開発費は、71,062千円であります。 

  

(5) 制御システム 

運転情報をモニタリングする遠方監視システムを構築し、圧縮機設備のモデルで実証テストを実施しました。製

品の品質向上をはかるために、今期も引き続き実証テストを実施していきます。 

制御システムの研究開発費は、4,690千円であります。 



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における営業活動による資金収支は、566百万円のプラス(前期は917百万円のプラス)となりました。これ

は、主として当期の税引前当期純利益が増加したことによります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における投資活動による資金収支は、77百万円のマイナス(前期は6百万円マイナス)となりました。これ

は、主として固定資産取得に伴う支払いによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当期における財務活動による資金収支は、92百万円のマイナス(前期は92百万円のマイナス)となりました。これ

は、配当金の支払いによるものです。 

この結果、当期のキャッシュ・フローにおける現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前期末に比べ396

百万円増加(前期は818百万円の増加)し、当期末には4,091百万円となりました。 

  

(2) 経営成績 

① 受注高・売上高 

当期の受注高合計は21,360百万円となり、前期比10.0％の増加となりました。これは主に装置据付工事の増加

によるものであります。 

また、売上高につきましても、主に装置据付工事が増加し、合計で20,098百万円と、前期比7.9％の増加となり

ました。 

区分別の状況は、次のとおりであります。 

(修理・点検) 

修理・点検におきましては、受注高は圧縮機等が増加したことにより、前期比1.6％増加の9,278百万円となり

ました。売上高につきましては前期比0.2％減少の9,013百万円となりました。 

(装置据付等) 

装置据付等におきましては、受注高は圧縮機、スラリーリサイクル装置が大幅に増加したことにより、前期比

46.1％増加の6,430百万円となりました。売上高につきましても、圧縮機、スラリーリサイクル装置等が増加した

ことにより、前期比33.3％増加の5,329百万円となりました。 

(部品) 

部品におきましては、受注高は給油装置等が増加したことにより、前期比2.9％増加の2,843百万円となりまし

た。売上高につきましても給油装置が増加し、前期比5.2％増加の2,846百万円となりました。 

(機器） 

機器におきましては、受注高は洗浄機等が減少したことにより、前期比10.0％減少の2,807百万円となりまし

た。売上高につきましては、前期比0.5％増加の2,908百万円となりました。 

(各区分の構成比率) 

当期における区分別の構成比率は、受注高につきましては修理・点検が全体の43.4％を占め、次に装置据付等

が30.1％を占めております。この二つの区分で全体の７割を占めていることになり、当社のベースロードとなっ

ており、この区分の受注の動向が、全体の受注高を左右することとなります。 

残り３割を部品販売と機器販売が分け合っている状況です。 

売上高につきましても、ほぼ受注高と同様の構成比率となっております。 

受注高について前期の構成比と比較しますと、修理・点検および装置据付等の区分について比率が増加してお

ります。 

② 売上総利益 

当期の売上総利益は、売上高の増加にともない前期に対し298百万円増加し、5,481百万円となりました。 

③ 営業利益 

当期の営業利益は、売上総利益の増加に加え、販売費及び一般管理費が前期に対して70百万円減少したことに

より、前期に対し368百万円増加し、796百万円となりました。 

④ 経常利益 



当期の経常利益は、営業外損益が前期に対して21百万円好転したこともあり、前期に対して389百万円増加の

837百万円となりました。 

⑤ 当期純利益 

当期法人税等の税金は、課税所得が増加したため前期に対して79百万円増加し、法人税等調整額は引当金等の

一時差異が減少したため69百万円増加しました。 

この結果、当期純利益は、前期に対して246百万円増加し、442百万円となりました。 

  

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について 

「第２ 事業の状況」の「４ 事業等のリスク」の項および「第４ 提出会社の状況」の「６ コーポレート・ガバ

ナンスの状況」の「(2)③リスク管理」の項を参照ください。 

  

(4) 今後の経営戦略について 

全般的な経営成績の向上のために、今後下記のような経営戦略を実施してまいります。 

① サービス事業の拡大 

「顧客満足(CS)の向上」を基本に、納入機器の省エネ化改造など顧客の要望に合った木目細かく質の高いサー

ビスの提供をはかるなど、サービス事業の深耕を進めてまいります。 

② ソリューション事業の拡大 

保有する技術を活用し、ソリューション事業への展開をはかってまいります。特に、半導体業界、太陽電池業

界等向けの切削油スラリーリサイクル装置の販売およびスラリーリサイクル事業を新たな事業の柱とするべく更

なる拡大をはかってまいります。 

③ 空調機、洗浄機の業績改善 

業績の低迷している空調機、洗浄機等の製品について、市場・客先ニーズの変化を再確認し、戦略機種に特化

するなど継続的需要のある分野に営業・技術力を集中し、事業収益の改善に取り組んでまいります。 

④ コストダウンおよび費用削減 

「調達費削減を軸とするコストダウン」「諸経費の合理的削減」等の施策をより一層推進してまいります。 

また、情報システムを再構築し、業務の合理化と効率向上をはかってまいります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当期は、特に重要な設備投資はありません。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

  

(注) １ 大宮製品センターの建物は、石川島播磨重工業株式会社より賃借しております。 

２ リース契約による主な賃借設備は下記のとおりであります。 

  

(注) 所有権移転外ファイナンス・リース 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な新設 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な改修 

該当事項はありません。 

  

区分 
事業所名等 
(所在地) 

設備の内容 

帳簿価額(千円)
従業員数

(人) 
建物 

機械及び

装置 
車両及び

運搬具 
工具器具

及び備品 
土地

(面積㎡) 
合計 

事業所 

本社 
(東京都中央区) 

全社的 
管理業務施設 

1,861 ― ― 7,496 ― 9,357 127

北海道事業所 
(札幌市東区) 

販売業務施設 ― ― ― ― ― ― 12

東北事業所 
(仙台市青葉区) 

販売業務施設 ― ― ― 51 ― 51 13

東京事業所 
(東京都中央区) 

販売業務施設 167 261 ― 1,443 ― 1,871 56

名古屋事業所 
(名古屋市中村区) 

販売業務施設 1,261 ― 104 900 ― 2,265 42

大阪事業所 
(吹田市) 

販売業務施設 3,291 129 31 1,440 ― 4,893 35

広島事業所 
(広島市西区) 

販売業務施設 713 63 93 1,395 ― 2,264 27

福岡事業所 
(福岡市南区) 

販売業務施設 ― ― ― ― ― ― 36

倉庫 
大宮製品センター 
(さいたま市見沼区) 

部品・機械

の保管施設 
545 91 178 39 ― 854 9

作業所 
枝川事務所 
(東京都江東区) 

修理工事施設 22,815 36,058 ― 2,446
61,480

(545.0)
122,799 ―

その他 
保養所・共有持分 
(塩尻市) ― 227 ― ― ―

795

(105.8)
1,022 ―

名称 台数 リース期間
年間リース料
(千円) 

リース契約残高 
(千円) 

機械装置 ８セット 
平成12年３月
～平成22年11月 

78,879 47,220

オフィスコンピュータ ６セット 
平成13年10月
～平成20年１月 

23,406 5,094

CADシステム ２セット 
平成13年９月
～平成18年７月 

1,315 36



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) １ 「株式消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨を定款に定めております。 

なお、平成18年６月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、当該定めは削除されております。 

２ 当期末までに株式の消却はありません。 

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 23,520,000

計 23,520,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月28日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 6,180,000 6,180,000
ジャスダック
証券取引所 

― 

計 6,180,000 6,180,000 ― ― 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) 一般募集 

発行価格   2,030円 

資本組入額   995円 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成７年11月30日 300,000 6,180,000 298,500 1,033,500 310,500 310,500

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 11 6 22 1 ― 412 452 ―

所有株式数 
(単元) 

― 211 11 4,662 1 ― 1,295 6,180 ―

所有株式数 
の割合(％) 

― 3.41 0.18 75.44 0.02 ― 20.95 100 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

石川島播磨重工業株式会社 東京都江東区豊洲３―１―１ 4,113 66.55

石川島汎用機サービス 
従業員持株会 

東京都中央区築地３―17―９ 336 5.44

株式会社千代田組 東京都千代田区内幸町２―２―２ 153 2.48

株式会社アイ・エイチ・アイ・ 
トレーディング 

東京都中央区八重洲２―９―７ 138 2.23

千代田工販株式会社 東京都中央区銀座５―２―１ 90 1.46

山 口   敏 大阪府大阪市西区 60 0.97

株式会社みずほ銀行 
(常任代理人 資産管理 
サービス信託銀行株式会社) 

東京都千代田区内幸町１―１―５
(東京都中央区晴海１―８―12) 

55 0.89

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１―１―２ 35 0.57

芝本産業株式会社 東京都中央区湊１―１―12 32 0.52

学校法人帝京大学 東京都板橋区加賀２―11―１ 32 0.52

計 ― 5,044 81.62



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

6,180,000 
6,180 ― 

単元未満株式 ― ― ― 

発行済株式総数 6,180,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 6,180 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

― ― ― ― ― ― 

計 ― ― ― ― ― 



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  



３ 【配当政策】 

当社の配当政策の基本的な方針は、企業体質強化と業容拡大に一層の努力を続けて営業収益の増大をはかり、安定

的かつ積極的に株主に利益還元を行っていくことであります。一方、将来に備えて内部留保にも努めてまいります。 

以上の方針に基づき、当期の配当は、中間配当７円50銭を含めて１株当たり15円といたしました。 

この結果、当期の株主資本配当率は1.8％となりました。 

なお、内部留保資金については、新規事業・研究開発に活用する所存であります。 

(注) 当期の中間配当に関する取締役会決議日     平成17年10月28日 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、平成16年12月12日までは日本証券業協会におけるものであり、平成16年12月13日以降はジャスダック証

券取引所におけるものであります。なお、第41期の事業年度別最高・最低株価のうち、( )表示は日本証券業協会における

ものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

回次 第38期 第39期 第40期 第41期 第42期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) 590 515 531 (511) 600 810

最低(円) 430 325 340 (430) 465 460

月別 
平成17年 
10月 

11月 12月
平成18年
１月 

２月 ３月 

最高(円) 568 547 620 810 750 700

最低(円) 514 520 550 579 613 640



５ 【役員の状況】 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表取締役 
社 長   松 本 智 行 昭和18年12月６日生

昭和41年４月 石川島播磨重工業株式会社入社 

４

平成12年７月 同社標準機械事業本部汎用機械 

事業部副事業部長 

平成13年１月 同社標準機械事業本部汎用機械 

事業部長 

平成13年６月 当社監査役 

平成14年４月 石川島播磨重工業株式会社機械 

事業本部副本部長 

平成15年６月 当社常務取締役 

平成16年６月 当社代表取締役社長就任(現任) 

取締役 品質保証部長 
サービス部長 原 田 輝 夫 昭和22年12月15日生

昭和47年５月 石川島播磨重工業株式会社入社 

４

平成13年７月 同社標準機械事業本部汎用機械事

業部第二設計部部長 

平成14年４月 同社機械事業本部回転機械事業部

汎用機械設計部部長 

平成15年４月 同社機械事業本部回転機械事業部

副事業部長 

平成16年６月 当社取締役 

平成17年６月 当社取締役・サービス部長 

平成18年６月 当社取締役・品質保証部長 サー

ビス部長就任(現任) 

取締役   蓮 見 善 男 昭和21年10月９日生

昭和42年２月 石川島エヤコンサービス株式会社

入社 

５

平成７年７月 当社広島事業所長 

平成10年４月 当社名古屋事業所長 

平成11年12月 当社大阪事業所長 

平成14年７月 当社営業推進部理事 

平成15年４月 当社理事営業推進部部長 

平成16年６月 当社取締役 

平成17年６月 当社取締役・東京事業所長 

平成18年６月 当社取締役就任(現任) 

取締役 東京事業所長 青 木 守 正 昭和23年２月11日生

昭和45年４月 石川島播磨重工業株式会社入社 

６

平成14年７月 同社機械事業本部回転機械事業部

汎用機械設計部汎用圧縮機グルー

プ部長 

平成15年４月 当社品質・サービス統括部長 

平成15年７月 当社理事品質・サービス統括部長 

平成16年６月 当社取締役 

平成17年６月 当社取締役・技術部長 

平成18年６月 当社取締役・東京事業所長就任

(現任) 

取締役 経営企画部長 
事業推進部長 中 田 嘉 照 昭和23年３月19日生

昭和51年４月 石川島東京サービス株式会社入社 

10

平成８年４月 当社北海道事業所管理グループ次

長 

平成10年４月 当社企画部部長 

平成15年７月 当社経営企画部企画グループ理事 

平成16年12月 当社理事経営企画部長 

平成17年６月 当社取締役・経営企画部長 

平成18年６月 当社取締役・経営企画部長 事業

推進部長就任(現任) 



  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

取締役 総務人事部長 山 崎 敬 造 昭和24年６月14日生

昭和47年４月 石川島播磨重工業株式会社入社 

４

平成11年７月 同社機械鉄構事業本部愛知工場生

産管理グループ部長代理 

平成13年４月 同社機械鉄構事業本部管理部企画

管理グループ部長代理 

平成13年７月 同社経営企画部関係会社グループ

部長代理 

平成15年７月 同社経営企画部関係会社グループ

部長 

平成16年６月 当社監査役 

平成18年６月 当社取締役・総務人事部長就任

(現任) 

取締役 財務部長 下 田 輝 夫 昭和24年12月27日生

昭和49年７月 石川島東京サービス株式会社入社 

３

平成８年４月 当社経理部資金グループ次長 

平成11年４月 当社財務部資金グループ部長 

平成14年１月 当社財務部部長 

平成16年７月 当社財務部理事 

平成18年６月 当社取締役・財務部長就任(現任) 

取締役   畑 川 眞 樹 昭和21年７月22日生

昭和46年４月 石川島播磨重工業株式会社入社 

―

平成10年７月 同社航空宇宙事業本部民間エンジ

ン事業部業務部長 

平成12年７月 同社標準機械事業本部本部長補佐 

平成14年４月 同社機械事業本部管理部長 

平成15年７月 同社理事機械事業本部副部長 

平成16年６月 当社取締役就任(現任) 

平成17年４月 IHI Press Technology GmbH社長

(現任) 

  IHI Press Technology America, 

Inc.社長(現任) 

  IHI-Verson Press Technology, 

LLC.社長(現任) 

平成18年４月 石川島播磨重工業株式会社執行役

員機械事業本部副本部長(現任) 

取締役   瀬 尾 直 陽 昭和28年１月11日生

昭和53年４月 石川島播磨重工業株式会社入社 

―

平成４年４月 同社産業機械事業本部汎用機械事

業部回転機械設計部課長 

平成16年７月 同社機械事業本部汎用機械営業部

プロセス圧縮機グループ部長代理 

平成17年４月 同社機械事業本部管理部企画・関

係会社グループ部長(現任) 

平成17年６月 当社取締役就任(現任) 

常勤監査役   三 堀   健 昭和24年２月11日生

昭和46年７月 石川島播磨重工業株式会社入社 

―

平成９年７月 同社産業機械事業本部汎用機械事

業部過給機設計部船舶グループ部

長代理 

平成11年７月 同社標準機械事業本部汎用機械事

業部技術部部長 

平成15年７月 同社機械事業本部回転機械事業部

スタフグループ技師長 

平成18年４月 当社監査部長 

平成18年６月 当社監査役就任(現任) 

監査役   太 上 好 章 昭和35年４月22日生

昭和59年４月 石川島播磨重工業株式会社入社 

―

平成10年７月 同社財務部経理グループ課長 

平成11年７月 同社財務部相生原価グループ課長 

平成16年７月 同社財務部税務・設備グループ部

長代理 

平成16年11月 当社監査役就任(現任) 

平成18年４月 石川島播磨重工業株式会社財務部

税務・設備グループ主幹(現任) 



  

(注) １ 取締役 畑川眞樹、瀬尾直陽は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役 三堀健、太上好章、石崎雅史、高崎毅は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

監査役   石 崎 雅 史 昭和41年７月22日生

平成２年４月 石川島播磨重工業株式会社入社 

―

平成14年４月 同社経営企画部関係会社グループ

課長代理 

平成16年７月 同社経営企画部関係会社グループ

課長 

平成16年11月 当社監査役就任(現任) 

平成18年４月 石川島播磨重工業株式会社経営企

画部グループ経営企画グループ主

査(現任) 

監査役   高 崎   毅 昭和36年９月４日生

昭和61年４月 石川島播磨重工業株式会社入社 

―

平成12年７月 同社呉原価グループ課長 

平成15年７月 同社財務部地区原価グループ課長 

平成17年４月 同社機械事業本部管理部事業管理

グループ課長 

平成17年６月 当社監査役就任(現任) 

平成18年４月 石川島播磨重工業株式会社機械事

業本部管理部事業管理グループ部

長(現任) 

計 36



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、迅速な経営意思決定と効率的経営を行うとともに、経営の健全性と透明性の向上をはかることによって

株主価値を高めることを経営上の重要課題の一つと考えております。 

その実現のため、取締役会、監査役会等による経営管理の強化と内部統制、リスク管理およびコンプライアンス

の推進をはかるとともに、経営情報の適時開示によって株主の皆様、取引先等との良好な関係を築くことにより、

コーポレート・ガバナンスの充実をはかってまいります。 

  

(2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 経営管理体制 

当社は過去の企業統治状況および企業規模等を勘案し、従来どおり監査役制度を活かした企業統治形態を継続

して採用し、下記の通り運営しております。 

(取締役・取締役会) 

当社の取締役の員数は９名で、そのうち２名は社外取締役として石川島播磨重工業株式会社の執行役員機械

事業本部副本部長および機械事業本部管理部企画・関係会社グループ部長が兼任(非常勤)しております。定時

取締役会は毎月１回開催しており、経営上の重要事項に関する意思決定を行うとともに、業務執行状況の監督

を行っております。また、社外取締役からは、独立した立場からの監視・助言が行われるようにしておりま

す。 

なお、社外取締役は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 

(監査役・監査役会) 

当社の監査役の員数は４名で、取締役会に常時出席し、取締役に対する業務執行状況の監視に努めておりま

す。監査役のうち３名は社外監査役として石川島播磨重工業株式会社の従業員が兼任(非常勤)しており、外部

の目による経営監視機能の強化をはかっております。 

監査役会は年３回開催され、監査実施計画の決定、決算資料の監査を行うとともに、経営監視の状況につい

て検討および意見交換を行っております。 

なお、社外監査役は当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 

(役員連絡会) 

当社は取締役及び監査役が出席する役員連絡会を毎週１回開催し、財務、営業、サービス・工事、技術開

発、安全衛生など個別経営課題についての実務的協議を行い、迅速な経営の意思決定に活かしております。 

  



② 内部統制 

当社では、健全で透明性の高い企業活動を継続するため、各種規定を整備し、その適正な運用に努めるととも

に、的確な内部牽制、内部監査の実施に取り組んでおります。 

社内規定につきましては、経営管理、総務、人事勤労、経理、購買、営業、技術、サービス・工事等の各分野

に関し、業務所掌、権限と責任、規則、手続、決裁基準等を網羅した規定を制定しており、各部門はこの社内規

定に則って日々の業務活動を行っております。 

各該部門の業務執行状況に関しては、必要に応じ総務人事部、財務部等の他部門により、その適法性、妥当性

のチェックを実施しております。 

また、社長直属の監査部が、適宜、各部門に対する内部監査を実施し、その結果については代表取締役に報告

し、必要な対策を指導しております。 

業務の内容によっては、弁護士、公認会計士をはじめとする外部の専門家の意見を聴取し適正な対応を行うよ

うに努めております。 

平成18年５月16日開催の取締役会において、会社法規程に則り「内部統制基本方針」を制定しました。今後、

この基本方針に基づき更なる内部統制の強化推進をはかってまいります。 

③ リスク管理 

当社は、安定的な企業経営の継続と企業価値の向上のためには、経営活動におけるリスク管理は極めて重要で

あると認識しております。経営活動には、法令・ルール違反によるリスク、受注工事上のリスク(客先信用リス

ク、工事施工リスク、コストアップリスク等)、製造物責任リスク、工事中の事故リスク、災害リスク等のさまざ

まなリスクが発生する可能性がありますが、当社においては、経営管理体制、内部統制、コンプライアンス、全

社安全衛生委員会等の機能を充分に発揮することにより、これらのリスクの事前除去と発生時の適切な対応を行

うように努めております。 

④ コンプライアンス 

当社は、コンプライアンスを「当社の役員および従業員が業務に従事するにあたり、当社の基本行動指針に則

り、関連法令およびその他のルール(社内規定を含む)を遵守するほか、企業人として公正かつ責任ある行動をと

る」ことと定義し、コンプライアンス委員会を設置するとともに、コンプライアンスガイドの作成、コンプライ

アンス・ホットラインの設定を実施し、コンプライアンスの強化徹底をはかっております。 

  

(3) 役員報酬等の額 

当期中に取締役および監査役に支払った役員報酬等の額は、下記のとおりであります。 

  

定款又は株主総会決議に基づく報酬   取締役 37百万円   監査役  11百万円 

利益処分による役員賞与   取締役  7百万円   監査役  1百万円 

株主総会決議に基づく退職慰労金   取締役 14百万円        

使用人兼務役員の給与相当額   取締役 65百万円        

使用人兼務役員の賞与相当額   取締役  8百万円        



(4) 監査法人及び監査報酬の内容 

業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および継続監査年数 

  

(注) 同監査法人は、公認会計士法上の規制開始および日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち自主的に業務執行社員の交替

制度を導入しており、同監査法人において策定された交替計画に基づいて、平成19年３月期会計期間をもって交替する予定

となっておりましたが、同法人の交替規程改訂により、前倒しで平成18年３月期会計期間をもって交替する予定となってお

ります。 

  

監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 ５名  会計士補 ７名 

  

監査報酬の内容 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 16百万円 

上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 継続監査年数 

指定社員 
業務執行社員 

前 原 浩 郎 
新日本監査法人

13年(注) 

上 林 敏 子 ― 



第５ 【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務

諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第２項のただし書きに

より、改正前の財務諸表等規則を適用しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及び当

事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の財務諸表について、新日本監査法人の監査を受けておりま

す。 

  

３ 連結財務諸表について 

当社は子会社を所有しておりませんので、連結財務諸表は作成しておりません。 

  



【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金  844,989 841,849  

２ 受取手形  2,132,498 2,606,567  

３ 売掛金 ※２  5,639,511 6,402,838  

４ 商品  1,392,191 1,468,193  

５ 半成工事  298,179 725,314  

６ 短期貸付金  2,850,000 3,250,000  

７ 前払費用  14,934 15,129  

８ 繰延税金資産  220,800 213,300  

９ その他  40,097 47,553  

貸倒引当金  △20,200 △8,200  

流動資産合計  13,413,001 88.3 15,562,546 89.7

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物 153,319 148,551    

減価償却累計額 119,458 33,861 △117,669 30,881  

(2) 機械及び装置 80,972 76,984    

減価償却累計額 35,806 45,165 △40,380 36,604  

(3) 車両及び運搬具 8,130 8,130    

減価償却累計額 7,723 406 △7,723 406  

(4) 工具器具及び備品 190,047 168,553    

減価償却累計額 173,100 16,946 △153,339 15,214  

(5) 土地  62,275 62,275  

有形固定資産合計  158,655 1.0 145,382 0.8

２ 無形固定資産     

(1) 技術使用権  50,150 39,950  

(2) 電話加入権  14,381 11,338  

(3) その他  1,347 4,552  

無形固定資産合計  65,878 0.4 55,840 0.3



  

  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

３ 投資その他の資産      

(1) 投資有価証券  99,574 175,886  

(2) 破産及び更生債権等  139,439 80,611  

(3) 長期前払費用  2,917 2,658  

(4) 繰延税金資産  985,828 944,694  

(5) 敷金及び保証金  259,894 258,080  

(6) 積立保険料  159,894 159,758  

(7) その他  48,560 48,520  

貸倒引当金  △135,140 △78,919  

投資その他の資産合計  1,560,968 10.3 1,591,291 9.2

固定資産合計  1,785,501 11.7 1,792,513 10.3

資産合計  15,198,503 100.0 17,355,060 100.0

      



  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形  2,141,868 3,153,432  

２ 買掛金 ※２  4,262,463 4,859,271  

３ 短期借入金  160,000 160,000  

４ 未払金 ※２  219,165 164,293  

５ 未払法人税等  320,471 379,611  

６ 未払消費税等  121,936 107,876  

７ 未払費用  73,848 77,305  

８ 前受金  46,116 316,838  

９ 預り金  12,493 13,779  

10 賞与引当金  353,000 359,000  

11 保証工事引当金  17,000 17,000  

12 その他  46,063 62,535  

流動負債合計  7,774,428 51.2 9,670,945 55.7

Ⅱ 固定負債     

１ 退職給付引当金  2,465,634 2,339,702  

２ 役員退職慰労引当金  46,020 58,480  

固定負債合計  2,511,654 16.5 2,398,182 13.8

負債合計  10,286,082 67.7 12,069,127 69.5

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※１  1,033,500 6.8 1,033,500 6.0

Ⅱ 資本剰余金     

  資本準備金  310,500 310,500  

 資本剰余金合計  310,500 2.0 310,500 1.8

Ⅲ 利益剰余金     

１ 利益準備金  168,499 168,499  

２ 任意積立金     

別途積立金 2,673,000 2,673,000 2,673,000 2,673,000  

３ 当期未処分利益  696,644 1,037,603  

利益剰余金合計  3,538,143 23.3 3,879,102 22.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  30,276 0.2 62,830 0.4

資本合計  4,912,420 32.3 5,285,933 30.5

負債・資本合計  15,198,503 100.0 17,355,060 100.0



② 【損益計算書】 

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    

１ 工事売上高 13,029,406 14,342,770   

２ 商品売上高 5,599,121 18,628,527 100.0 5,755,772 20,098,543 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１    

１ 工事売上原価 9,203,219 10,324,012   

２ 商品売上原価    

(1) 商品期首たな卸高 1,406,505 1,392,191   

(2) 当期商品仕入高 5,573,645 5,779,657   

合計 6,980,150 7,171,848   

(3) 他勘定振替高 ※２ 1,346,212 1,410,853   

(4) 商品期末たな卸高 1,392,191 1,468,193   

商品売上原価 4,241,747 13,444,966 72.2 4,292,801 14,616,813 72.7

売上総利益    

工事売上総利益 3,826,187 4,018,758   

商品売上総利益 1,357,373 5,183,560 27.8 1,462,970 5,481,729 27.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１ 
※３ 

   

１ 荷造運搬費 102,785 100,637   

２ 広告宣伝費 10,237 10,557   

３ 消耗品費 36,548 36,890   

４ 給料・手当 2,242,678 2,207,490   

５ 福利厚生費 451,771 444,053   

６ 賞与引当金繰入額 338,950 340,762   

７ 退職給付引当金繰入額 223,487 196,239   

８ 役員退職慰労 
  引当金繰入額 

28,670 27,010   

９ 貸倒引当金繰入額 14,273 1,768   

10 旅費交通費 209,735 224,262   

11 通信費 57,103 54,673   

12 賃借料 360,284 360,228   

13 減価償却費 14,897 22,033   

14 研究開発費 113,174 121,491   

15 見積設計費 4,128 6,341   

16 その他 546,536 4,755,263 25.5 530,385 4,684,825 23.3

営業利益  428,297 2.3 796,904 4.0



  

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息及び配当金 7,141 8,626   

２ 返戻保険料 ― 6,466   

３ 受取保険配当金 534 2,647   

４ 受取保険金 ― 15,860   

５ 積立保険解約差益 6,087 355   

６ 貸倒引当金戻入益 ― 12,000   

７ 業務受託料 2,250 1,800   

８ 賃貸料 2,854 1,754   

９ その他 5,585 24,454 0.1 9,105 58,615 0.3

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息 2,493 2,973   

２ 固定資産廃却損 67 1,556   

３ ゴルフ会員権評価損 730 726   

４ 売上割引 1,049 865   

５ 出向者退職金請求差額精
算 

― 10,416   

６ その他 1,035 5,375 0.0 1,664 18,201 0.1

経常利益  447,376 2.4 837,317 4.2

Ⅵ 特別利益    

貸倒引当金戻入益 ― 26,485 26,485 0.1

Ⅶ 特別損失    

減損損失 ※４ ― 22,096 22,096 0.1

税引前当期純利益  447,376 841,706 4.2

法人税、住民税 
及び事業税 

294,000 373,000   

法人税等調整額 △42,700 251,300 1.3 26,300 399,300 2.0

当期純利益  196,076 1.1 442,406 2.2

前期繰越利益  546,918 641,546 

中間配当額  46,350 46,350 

当期未処分利益  696,644 1,037,603 

     



工事売上原価明細書 

  

  

(注) 

  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費    

材料費 2,063,801 2,632,384  

商品より振替高 1,332,585 1,407,001  

材料費計 3,396,387 37.1 4,039,386 37.6

Ⅱ 外注費 5,341,125 58.4 6,201,796 57.8

Ⅲ 労務費 97,379 1.1 137,334 1.3

Ⅳ 経費 314,921 3.4 356,873 3.3

当期総原価 9,149,814 100.0 10,735,390 100.0

期首半成工事たな卸高 329,125 298,179  

計 9,478,939 11,033,570  

差引：他勘定振替高 ※２ △5,459 1,243  

差引：期末半成工事 
たな卸高 

298,179 725,314  

保証工事引当金繰入前 
当期工事売上原価 

9,186,219 10,307,012  

Ⅴ 保証工事引当金繰入額 17,000 17,000  

当期工事売上原価 9,203,219 10,324,012  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 １ 原価計算の方法 

    個別原価計算を採用しております。 

 １ 原価計算の方法 

    個別原価計算を採用しております。 

※２ 他勘定振替高の内訳 

保証工事引当金 63千円

販売費及び一般管理費 △5,523千円

※２ 他勘定振替高の内訳 

保証工事引当金 1,962千円

販売費及び一般管理費 △718千円



③ 【キャッシュ・フロー計算書】 
  

   
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  447,376 841,706 

減価償却費  14,897 22,033 

減損損失  ― 22,096 

退職給付引当金の増減額(減少：△)  △48,970 △125,931 

役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  △5,540 12,460 

貸倒引当金の増減額(減少：△)  △6,956 △68,221 

賞与引当金の増減額(減少：△)  4,000 6,000 

保証工事引当金の増減額(減少：△)  △1,000 ― 

受取利息及び受取配当金  △7,141 △8,626 

支払利息  2,493 2,973 

固定資産廃却損  67 1,556 

ゴルフ会員権評価損  730 726 

役員賞与の支払額  △8,892 △8,748 

売上債権の増減額(増加：△)  416,352 △1,237,396 

たな卸資産の増減額(増加：△)  45,259 △503,137 

仕入債務の増減額(減少：△)  189,048 1,608,371 

未払消費税等の増減額(減少：△)  △4,621 △14,059 

その他  103,414 342,539 

小計  1,140,518 894,341 

利息及び配当金の受取額  7,141 8,626 

利息の支払額  △2,495 △1,886 

法人税等の支払額  △228,045 △334,241 

営業活動によるキャッシュ・フロー  917,118 566,839 

Ⅱ 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  △4,669 △3,516 

無形固定資産の取得による支出  ― △51,604 

投資有価証券の取得による支出  △653 △22,150 

その他  △1,091 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,414 △77,271 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

配当金の支払額  △92,635 △92,708 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △92,635 △92,708 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減少額：△)  818,069 396,860 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,876,920 3,694,989 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  3,694,989 4,091,849 

     



④ 【利益処分計算書】 

  

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

  
前事業年度

(平成17年６月28日) 
当事業年度 

(平成18年６月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益 696,644 1,037,603

Ⅱ 利益処分額  

１ 配当金 46,350 46,350  

２ 役員賞与金 8,748 6,102  

(うち監査役賞与金) (1,566) 55,098 (1,746) 52,452

Ⅲ 次期繰越利益 641,546 985,151

   



重要な会計方針 

  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

  (会計処理方法の変更) 

従来、評価差額は部分資本直入法

により処理しておりましたが、株

価の変動による財務諸表の不安定

性を回避するために当事業年度か

ら全部資本直入法に変更しており

ます。この変更に伴う損益に与え

る影響はありません。 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

２ デリバティブ取引等の評

価基準及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法 

デリバティブ 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品 

  移動平均法による原価法 

(1) 商品 

同左 

  (2) 半成工事 

  個別法による原価法 

(2) 半成工事 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

 建物 10～38年

 工具器具備品 2～20年

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

  定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支払に充てるた

め、支給見込額を計上しておりま

す。 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 保証工事引当金 

  請負工事及び保証期間を定めて販

売する商品の保証工事費の支出に

備えるため、過去の売上高に対す

る保証工事費の発生割合に基づい

て、当期の売上高に対応する発生

見込額を計上しております。 

(3) 保証工事引当金 

同左 



  

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

  過去勤務債務は、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額法によ

り費用処理しております。 

  数理計算上の差異は、各事業年度

の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理することとしておりま

す。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

  (5) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支払に充てる

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、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。 

同左 

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段…デリバティブ取引

(為替予約取引) 

  ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務

等 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

  為替予約取引については、通常の

営業取引の採算を確保し、外国為

替相場変動リスクをヘッジする目

的で、実需の範囲内においてのみ

実施しております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の変動額の累計額とヘ

ッジ対象の変動額の累計額を比較

して有効性の判定をしておりま

す。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

９ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜き方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



(会計処理の変更) 

  

  

(表示方法の変更) 

  

  

(追加情報) 

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

 これにより税引前当期純利益が22,096千円減少してお

ります。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しており

ます。 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(損益計算書関係) 

 前事業年度まで営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりました「賃貸料」については、当事業年度より

営業外費用の総額の100分の10を超えたため、区分掲記

しております。 

 なお、前事業年度における営業外費用の「その他」に

含まれている「賃貸料」2,954千円です。 

―――――― 

―――――― (キャッシュ・フロー計算書関係) 

 前事業年度まで投資活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しておりました「無形固定資産

の取得による支出」については、重要性が増したため、

当事業年度より区分掲記しております。 

 なお、前事業年度の投資活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含まれている「無形固定資産の取得に

よる支出」は△1,091千円です。 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第

９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税におけ

る外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」(平成16年２月13日 企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値

割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上

しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が19,309千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が19,309

千円減少しております。 

―――――― 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数   普通株式 23,520,000株

発行済株式総数 普通株式 6,180,000株

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数   普通株式 23,520,000株

発行済株式総数 普通株式 6,180,000株

※２ 関係会社に対する資産・負債 

   各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりであります。 

売掛金 550,464千円

買掛金 2,632,279千円

未払金 154,529千円

※２ 関係会社に対する資産・負債 

   各科目に含まれている関係会社に対するものは次

のとおりであります。 

売掛金 575,413千円

買掛金 2,867,912千円

未払金 97,337千円

 ３ 偶発債務 

   保証債務 

    当社従業員の銀行からの住宅資金の借入金に対 

 して保証を行っております。 155,144千円

 ３ 偶発債務 

   保証債務 

    当社従業員の銀行からの住宅資金の借入金に対 

 して保証を行っております。 134,083千円

 ４       ―――――  ４ 受取手形裏書譲渡高       117,600千円 

 ５ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が30,276千

円増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されてお

ります。 

 ５ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が62,830千

円増加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されてお

ります。 



(損益計算書関係) 

  

  

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 関係会社との取引は、次のとおりであります。 

売上原価 4,271,529千円

販売費及び一般管理費 104,603千円

※１ 関係会社との取引は、次のとおりであります。 

売上原価 4,857,688千円

販売費及び一般管理費 225,922千円

※２ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 

工事売上原価(材料費) 1,332,585千円

保証工事引当金 2,369千円

販売費及び一般管理費 99千円

その他 11,157千円

※２ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 

工事売上原価(材料費) 1,407,001千円

保証工事引当金 1,966千円

販売費及び一般管理費 1,732千円

その他 153千円

※３ 研究開発費の総額は、次のとおりであります。 
一般管理費に含まれる 
研究開発費 

113,174千円

※３ 研究開発費の総額は、次のとおりであります。 
一般管理費に含まれる
研究開発費 

121,491千円

※４       ――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※４ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。 
  

  

 当社は、管理会計上の区分に基づいて、事務所および

統括部を基本単位としてグルーピングをしております。 

 営業活動における収益性が低下した資産グループにつ

き減損を認識し、当該資産グループの帳簿価格を回収可

能額まで減額しております。 

 その結果、22,096千円を減損損失として特別損失に計

上しております。 

 その内訳は、建物1,290千円、機械装置3,070千円、工

具器具備品1,553千円、リース資産12,343千円、その他

3,840千円となっております。 

なお、回収可能額は使用価値により測定し、将来キャッ

シュ・フローを3.8％で割り引いて算定しております。 

場所 用途 種類 
減損損失 
(千円) 

北海道事業所
(札幌市) 

事業資産
建物、工具器
具備品等 

875 

福岡事業所
(福岡市) 

事業資産
建物、工具器
具備品、リー
ス資産等 

16,354 

機器統括部
(東京都) 

事業資産
機械装置、工
具器具備品等 

4,866 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 844,989千円

短期貸付金勘定 2,850,000千円

現金及び現金同等物 3,694,989千円

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 841,849千円

短期貸付金勘定 3,250,000千円

現金及び現金同等物 4,091,849千円

 なお、短期貸付金勘定のうち、現金及び現金同等物に

該当する取引の内容は、親会社の子会社である株式会社

ティ・エフ・アイに対する貸付期間が３ケ月以内の資金

運用を目的としているものであります。 

 なお、短期貸付金勘定のうち、現金及び現金同等物に

該当する取引の内容は、親会社の子会社である株式会社

ティ・エフ・アイに対する貸付期間が３ケ月以内の資金

運用を目的としているものであります。 



(リース取引関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械及び 
装置 

383,922 287,562 96,360

車両及び 
運搬具 

7,248 6,689 559

工具器具 
及び備品 

233,989 197,099 36,889

合計 625,159 491,350 133,808

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

減損損失 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

機械及
び装置 

220,534 173,313 1,968 45,251 

車両及
び運搬具 

3,624 3,548 ― 75 

工具器
具及び 
備品 

175,153 161,150 ― 14,002 

合計 399,311 338,013 1,968 59,330 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 122,891千円

１年超 131,031千円

合計 253,923千円

２ 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

１年内 63,023千円

１年超 68,008千円

合計 131,031千円

リース資産減損勘定期末残高 1,968千円

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 134,172千円

減価償却費相当額 107,890千円

支払利息相当額 9,095千円

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 128,980千円

リース資産減損勘定の取崩 10,374千円

減価償却費相当額 72,509千円

支払利息相当額 5,746千円

減損損失 12,343千円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を10％とする

定率法により算定した減価償却費相当額に９分の10

を乗じた額を、各期の減価償却費相当額とする方法

によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を10％とする

定率法により算定した減価償却費相当額に９分の10

を乗じた額を、各期の減価償却費相当額とする方法

によっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については

利息法によっております。 

５ 利息相当額の算定方法 

  リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については

利息法によっております。 

オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 9,000千円

１年超 101,250千円

合計 110,250千円

オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 9,000千円

１年超 92,250千円

合計 101,250千円



(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 時価のない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額 

  

  

区分 

前事業年度
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

取得原価 
(千円) 

貸借対照表
計上額 
(千円) 

差額
(千円) 

取得原価
(千円) 

貸借対照表 
計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

    

株式 40,974 92,023 51,048 63,125 169,061 105,936

貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの 

    

株式 ― ― ― ― ― ―

合計 40,974 92,023 51,048 63,125 169,061 105,936

内容 

前事業年度
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

貸借対照表計上額
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 7,551 6,825



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(1) 取引の内容及び利用目的 

  当社は、外貨建取引における為替変動リスクを最小

限にとどめ、利益管理を適切にする目的から、為替予

約取引を行っております。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

 ① ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっております。 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段…デリバティブ取引(為替予約取引) 

   ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務等 

 ③ ヘッジ方針 

   為替予約取引については、通常の営業取引の採算

を確保し、外国為替相場変動リスクをヘッジする目

的で、実需の範囲内においてのみ実施しておりま

す。 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動

額の累計額を比較して有効性の判定をしておりま

す。 

(1) 取引の内容及び利用目的 

同左 

  

  

  

  

 ① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

 ③ ヘッジ方針 

同左 

  

  

  

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 

  為替予約取引は、外貨建取引金額の範囲内で行って

おり、また投機目的のためのデリバティブ取引は行わ

ない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

(3) 取引に係わるリスクの内容 

  為替予約取引は、為替相場の変動のリスクを有して

おります。また、為替予約取引の契約先は、いずれも

信用度の高い国内の銀行であるため相手先の契約不履

行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断

しております。 

(3) 取引に係わるリスクの内容 

同左 

(4) 取引に係わるリスク管理体制 

  為替予約取引のリスク管理体制としては、業務規定

にある「外貨建取引の処理要領」に従っております。

為替予約取引は、財務部長の起案に基づき財務担当取

締役の決裁を受け実行されており、運用実績は社長及

び外貨建取引契約部門に報告することとなっておりま

す。 

(4) 取引に係わるリスク管理体制 

同左 



２ 取引の時価等に関する事項 

前事業年度(平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から除いております。 

  

当事業年度(平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

(退職給付関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けております。 

  適格退職年金制度は、勤続10年以上かつ55才以上の

退職者を対象に平成７年６月より採用しております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けております。 

  適格退職年金制度は、勤続10年以上かつ55才以上の

退職者を対象に平成７年６月より採用しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

  

(1) 退職給付債務 △3,855,475千円

(内訳)  

(2) 未認識過去勤務債務 △42,612千円

(3) 未認識数理計算上の差異 13,647千円

(4) 年金資産 1,418,806千円

(5) 退職給付引当金 △2,465,634千円

２ 退職給付債務に関する事項 

(1) 退職給付債務 △3,698,645千円

(内訳)  

(2) 未認識過去勤務債務 △34,364千円

(3) 未認識数理計算上の差異 △159,235千円

(4) 年金資産 1,552,542千円

(5) 退職給付引当金 △2,339,702千円

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 162,854千円

(2) 利息費用 79,658千円

(3) 期待運用収益 △20,699千円

(4) 過去勤務債務の費用処理額 △8,247千円

(5) 数理計算上の差異の費用 
  処理額 

19,184千円

(6) 退職給付費用 232,750千円

３ 退職給付費用に関する事項 

(1) 勤務費用 151,723千円

(2) 利息費用 76,005千円

(3) 期待運用収益 △21,282千円

(4) 過去勤務債務の費用処理額 △8,247千円

(5) 数理計算上の差異の費用
  処理額 

8,542千円

(6) 退職給付費用 206,741千円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 割引率 2.0％

(2) 期待運用収益率 1.5％

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 10年

(5) 数理計算上の差異の処理年数 10年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 割引率 2.0％

(2) 期待運用収益率 1.5％

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 10年

(5) 数理計算上の差異の処理年数 10年



(税効果会計関係) 

  

  

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 16,000千円

  賞与引当金 143,600千円

  保証工事引当金 6,900千円

  未払事業税否認 19,700千円

  未払事業所税否認 3,900千円

  退職給付引当金損金算入限度 

  超過額 
966,900千円

  役員退職慰労引当金 18,700千円

  その他 68,200千円

 繰延税金資産小計 1,243,900千円

 評価性引当額 △16,500千円

 繰延税金資産合計 1,227,400千円

 繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 △20,771千円

 繰延税金負債合計 △20,771千円

 繰延税金資産の純額 1,206,628千円

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 繰延税金資産 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 600千円

  賞与引当金 146,000千円

  保証工事引当金 6,900千円

  未払事業税否認 29,100千円

  未払事業所税否認 3,900千円

  退職給付引当金損金算入限度 

  超過額 
952,000千円

  役員退職慰労引当金 23,700千円

  その他 58,000千円

 繰延税金資産小計 1,220,200千円

 評価性引当額 △19,100千円

 繰延税金資産合計 1,201,100千円

 繰延税金負債  

  その他有価証券評価差額金 △43,105千円

 繰延税金負債合計 △43,105千円

 繰延税金資産の純額 1,157,994千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率 40.69％

 (調整)  

  交際費等永久に損金に算入 

  されない項目 
4.80％

  受取配当金等永久に益金に 

  算入されない項目 
△0.06％

  住民税均等割等 6.78％

  過年度法人税等 3.58％

  その他 0.38％

 税効果会計適用後の法人税等の 

 負担率 
56.17％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

  

 法定実効税率 40.69％

 (調整)  

  交際費等永久に損金に算入 

  されない項目 
2.89％

  受取配当金等永久に益金に 

  算入されない項目 
△0.04％

  住民税均等割等 3.56％

  その他 0.34％

 税効果会計適用後の法人税等の 

 負担率 
47.44％



(持分法損益等) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 



【関連当事者との取引】 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 1) 石川島播磨重工業㈱回転機械事業部製品 

  ① 修理・据付等 

    請負金額は当社と関連を有しない他の当事者と同様に、その都度の見積により価格折衝を行い決定しております。 

    また、一部の定形的な技術サービスの工数単位については年間協定価格によっております。 

  ② 部品仕入 

    当社と石川島播磨重工業株式会社とで定期的に協議して決定する標準販売価格を基準とし、これに一定の割引率を適

用して仕入れております。 

  ③ 機器仕入 

    機器仕入価格は、その都度見積をとり、市場の実勢価格を勘案しつつ交渉をし、一般的取引条件と同様に決定してお

ります。 

 2) 回転機械事業部以外の製品 

   取引はすべてその都度の見積により、市場実態に合わせて価格交渉をして決定しております。 

３ 議決権等の被所有割合 

  

 

  

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等

の所有 
(被所有)

割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

(千円) 役員の

兼任等

事業上

の関係 

親会社 
石川島播磨

重工業㈱ 
東京都 
千代田区 

64,924,757
総合重機械

製造・販売 

(被所有)

直接： 
66.55

間接：  
2.39

兼任：

３人

転籍：

８人

修 理・据

付の請負

および商

品・材 料

等の購入

  
大宮商品

センター

の賃借 

営業取

引 

修理・

据付の

請負 
1,074,363 

売掛金 
前受金 

550,464

105

商品等

の購入
4,165,652 買掛金 2,632,279

技術料

賃借料

等 

105,877 
104,603 

未払金 
未払金 

68,838

85,691



２ 兄弟会社等 

  

(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には短期貸付金を除き消費税等を含んで表示しております。

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 ※１ 余資運用は確定利回りを原則とし、証券会社との現先運用又は㈱ティ・エフ・アイへの貸付取引により行っておりま

す。取引条件は、現先レートを基準として決定しております。 

 ※２ ㈱アイ・エイチ・アイ・トレーディングは、当社がもつ多数の特約店の一つとして当社商品の修理・据付等の営業や

部品販売および機器販売を行っております。取引条件は、部品については、当社標準販売価格を基準として販売し、修

理・据付等および機器販売については、その都度見積書を提出して、価格交渉の上決定しております。 

 ※３ 当社が、受注した冷水塔の据付・改造等を石川島プラントエンジニアリング㈱に対し発注しております。取引条件

は、その都度見積書を受領して、価格交渉の上決定しております。 

  

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等

の所有 
(被所有)

割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

(千円) 役員の

兼任等

事業上

の関係 

親会社

の子会

社 

㈱ティ・エ

フ・アイ 
※１ 

東京都 
千代田区 

200,000

売掛・手形

債権の買取

リース業 
資金運用・

貸付 

なし なし
当社の余

資運用 
資金の貸付 5,750,000 短期貸付金 2,850,000

㈱アイ・ 
エイチ・ア 
イ・トレー 
ディング 
※２ 

東京都 
中央区 

200,000

機械・鋼材

食品の輸出

入販売 

(被所有)

直接 
2.23％ 

なし

修理工事

の請負お

よび当社

商品の販

売 

当社商品の販

売 
700,752

受取手形 
売掛金 

214,470

173,886

石川島プラ

ントエンジ

ニアリング

㈱ 
※３ 

東京都 
中央区 

50,000

プラント類

の設計製造

販売 
なし なし

冷水塔の

据 付・修

理の発注

冷水塔の据付

・修理の発注 
361,413 買掛金 188,280



当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 1) 石川島播磨重工業㈱回転機械事業部製品 

  ① 修理・据付等 

    請負金額は当社と関連を有しない他の当事者と同様に、その都度の見積により価格折衝を行い決定しております。 

    また、一部の定形的な技術サービスの工数単位については年間協定価格によっております。 

  ② 部品仕入 

    当社と石川島播磨重工業株式会社とで定期的に協議して決定する標準販売価格を基準とし、これに一定の割引率を適

用して仕入れております。 

  ③ 機器仕入 

    機器仕入価格は、その都度見積をとり、市場の実勢価格を勘案しつつ交渉をし、一般的取引条件と同様に決定してお

ります。 

 2) 回転機械事業部以外の製品 

   取引はすべてその都度の見積により、市場実態に合わせて価格交渉をして決定しております。 

３ 議決権等の被所有割合 

  

 

  

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等

の所有 
(被所有)

割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

(千円) 役員の

兼任等

事業上

の関係 

親会社 
石川島播磨

重工業㈱ 
東京都 
江東区 

64,924,757
総合重機械

製造・販売 

(被所有)

直接： 
66.55

間接：  
2.39

兼任：

５人

転籍：

７人

修 理・据

付の請負

および商

品・材 料

等の購入

  
大宮商品

センター

の賃借 

営業取

引 

修理・

据付の

請負 
1,156,797 

売掛金 
前受金 

575,413

114

商品等

の購入
4,745,086 買掛金 2,867,912

技術料

賃借料

等 

112,602 
225,922 

未払金 
未払金 

76,611

20,726



２ 兄弟会社等 

  

(注) １ 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には短期貸付金を除き消費税等を含んで表示しております。

２ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

 ※１ 余資運用は確定利回りを原則とし、証券会社との現先運用又は㈱ティ・エフ・アイへの貸付取引により行っておりま

す。取引条件は、現先レートを基準として決定しております。 

 ※２ ㈱アイ・エイチ・アイ・トレーディングは、当社がもつ多数の特約店の一つとして当社商品の修理・据付等の営業や

部品販売および機器販売を行っております。取引条件は、部品については、当社標準販売価格を基準として販売し、修

理・据付等および機器販売については、その都度見積書を提出して、価格交渉の上決定しております。 

  

  

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等

の所有 
(被所有)

割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

(千円) 役員の

兼任等

事業上

の関係 

親会社

の子会

社 

㈱ティ・エ

フ・アイ 
※１ 

東京都 
江東区 

200,000

売掛・手形

債権の買取

リース業 
資金運用・

貸付 

なし なし
当社の余

資運用 
資金の貸付 6,200,000 短期貸付金 3,250,000

㈱アイ・ 
エイチ・ア 
イ・トレー 
ディング 
※２ 

東京都 
中央区 

200,000

機械・鋼材

食品の輸出

入販売 

(被所有)

直接 
2.23％ 

なし

修理工事

の請負お

よび当社

商品の販

売 

当社商品の販

売 
648,205

受取手形 
売掛金 

260,425

139,964



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資産額 793円47銭 854円34銭

１株当たり当期純利益 30円31銭 70円60銭

  なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式がな

いため、記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式がな

いため、記載しておりません。 

  前事業年度 当事業年度 

損益計算書上の当期純利益(千円) 196,076 442,406

普通株主に帰属しない金額の主要
な内訳(千円) 

 

 利益処分による役員賞与金 8,748 6,102

普通株主に帰属しない金額(千円) 8,748 6,102

普通株式に係る当期純利益(千円) 187,328 436,304

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,180 6,180



(重要な後発事象) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

―――――― 石川島播磨重工業株式会社との株式交換 

 当社と石川島播磨重工業株式会社(以下IHIという)

は、平成18年５月16日に当社がIHIの完全子会社となる

株式交換契約を締結し、同年６月28日開催の定時株主総

会において同株式交換契約の承認を受けました。 

(1) 株式交換の概要 

① 株式交換の目的 

 効率的な事業運営によるグループ経営の強化を図

ることを目的としております。 

② 株式交換の日  平成18年10月１日 

③ 株式交換に際して発行する株式及び割当 

 IHI は、当社との株式交換に際し普通株式

4,113,330株を発行し、効力発生日の前日の最終の

当社の株主名簿に記載された株主のうち、IHIを除

く株主に対し、その所有する当社の普通株式１株に

つき、IHIの普通株式1.99株の割合をもって割当交

付します。 

(2) 石川島播磨重工業株式会社の概要 

  住所   東京都江東区豊洲３―１―１ 

  代表者  代表取締役 伊 藤 源 嗣 

  資本金  64,924百万円 

① 主な事業の内容 

 金属加工機械、風水力機械、物流機器、ボイラ、

原子力機器などの製造販売 

② 売上高及び当期純利益(平成18年３月期) 

 売上高   612,795百万円 

 当期純利益  4,006百万円 

③ 資産、負債、資本の状況(平成18年３月31日現在) 

 資産合計  965,299百万円 

 負債合計  818,990百万円 

 資本合計  146,309百万円 



⑤ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

  
  

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券)   

その他有価証券   

北沢産業㈱ 216,500 102,404 

豊田通商㈱ 11,512 36,723 

石川島運搬機械㈱ 6,600 3,458 

新立川航空機㈱ 3,090 7,493 

永大産業㈱ 2,000 100 

コマツ電子金属㈱ 6,285 18,981 

㈱富士小山ゴルフクラブ 1 5,100 

㈱島松ゴルフ場 1 1,625 

計 ― 175,886 



【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 無形固定資産の金額は資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」および「当期減少額」の記載を

省略しております。 

２ 技術使用権は、圧縮機CADデータ使用権であります。 

３ 長期前払費用の償却方法は、定額法によっております。 

４ 当期減少額のうち( )内は内書で、減損損失の計上額であります。 

  

資産の種類 
前期末残高
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産       

 建物 153,319 2,142 
6,910
(1,290)

148,551 117,669 3,550 30,881

 機械及び装置 80,972 ― 
3,987
(3,070)

76,984 40,380 5,324 36,604

 車両及び運搬具 8,130 ― ― 8,130 7,723 ― 406

 工具器具及び備品 190,047 3,486 
24,979
(1,553)

168,553 153,339 2,555 15,214

 土地 62,275 ― ― 62,275 ― ― 62,275

有形固定資産計 494,744 5,628 
35,877
(5,914)

464,494 319,112 11,430 145,382

無形固定資産       

 技術使用権 ― ― ― 51,000 11,050 10,200 39,950

 電話加入権 ― ― ― 11,338 ― ― 11,338

 その他 ― ― ― 5,734 1,181 402 4,552

無形固定資産計 ― ― ― 68,072 12,231 10,602 55,840

長期前払費用 5,256 1,286 ― 6,542 3,883 1,502 2,658

繰延資産       

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―



【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) 平均利率は平成18年３月末現在の利率による加重平均利率であります。 

  

【資本金等明細表】 

  

  

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 160,000 160,000 1.18 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

― ― ― ― 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 160,000 160,000 ― ― 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(千円) 1,033,500 ― ― 1,033,500

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (株) (6,180,000) (―) (―) (6,180,000)

普通株式 (千円) 1,033,500 ― ― 1,033,500

計 (株) (6,180,000) (―) (―) (6,180,000)

計 (千円) 1,033,500 ― ― 1,033,500

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

資本準備金     

株式払込剰余金 (千円) 310,500 ― ― 310,500

計 (千円) 310,500 ― ― 310,500

利益準備金及び 
任意積立金 

利益準備金 (千円) 168,499 ― ― 168,499

任意積立金     

別途積立金 (千円) 2,673,000 ― ― 2,673,000

計 (千円) 2,841,499 ― ― 2,841,499



【引当金明細表】 

  

(注) 貸倒引当金の当期減少額「その他」欄は、洗替による取崩額であります。 

  

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 155,340 10,226 31,503 46,944 87,119

賞与引当金 353,000 359,000 353,000 ― 359,000

保証工事引当金 17,000 17,000 17,000 ― 17,000

役員退職慰労引当金 46,020 27,010 14,550 ― 58,480



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

ａ 資産の部 

イ 現金及び預金 

  

  

ロ 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

  

  

区分 金額(千円)

現金 2,747

預金の種類  

当座預金 165

普通預金 838,516

その他 419

計 839,102

合計 841,849

相手先 金額(千円)

シーピー化成㈱ 295,546

㈱アイ・エイチ・アイ・トレーディング 260,425

東芝機械㈱ 253,979

㈱千代田組 156,522

千代田工販㈱ 89,230

その他 1,550,862

合計 2,606,567



(ロ)期日別内訳 

  

  

ハ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 
  

  

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

(注) 消費税等の会計処理は税抜き方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

期日別 金額(千円)

平成18年４月 541,218

  〃  ５月 741,103

  〃  ６月 565,942

  〃  ７月 454,272

  〃  ８月 289,284

  〃  ９月 14,746

合計 2,606,567

相手先 金額(千円)

石川島播磨重工業㈱ 575,413

豊田通商㈱ 358,033

東芝キャリア空調システムズ㈱ 228,250

㈱アイ・エイチ・アイ・トレーディング 139,964

三井住友銀リース㈱ 136,500

その他 4,964,677

合計 6,402,838

期首繰越高 
(千円) 
(Ａ) 

当期発生高 
(千円) 
(Ｂ) 

当期回収高
(千円) 
(Ｃ) 

次期繰越高
(千円) 
(Ｄ) 

回収率(％)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 
２ 
(Ｂ) 
365 

5,639,511 21,089,261 20,325,934 6,402,838 76.0 104.2



ニ 商品 
  

(注) １ 部品 

２ 部品および機器 

  

ホ 半成工事 
  

  

へ 短期貸付金 

  

(注) 資金運用取引 

  

品目 金額(千円)

圧縮機  (注)１ 781,126

給油装置  (注)１ 228,104

洗浄機  (注)２ 231,475

空調機  (注)２ 156,750

その他  (注)１ 70,736

合計 1,468,193

区分 金額(千円)

修理・点検 242,594

装置据付等 482,719

合計 725,314

相手先 金額(千円)

㈱ティ・エフ・アイ 3,250,000



ｂ 負債の部 

イ 支払手形 

(イ)相手先別内訳 
  

  

(ロ)期日別内訳 
  

  

ロ 買掛金 
  

  

相手先 金額(千円)

㈱コガネイ 333,516

中国ニチユ㈱ 175,486

熊本利水工業㈱ 154,420

日本アメリカン・スタンダード・トレイン㈱ 92,937

石川島汎用ボイラ㈱ 83,244

その他 2,313,828

合計 3,153,432

期日別 金額(千円)

平成18年４月 729,862

  〃  ５月 759,397

  〃  ６月 640,055

  〃  ７月 675,211

  〃  ８月 262,103

  〃  ９月 84,996

  〃  10月以降 1,805

合計 3,153,432

相手先 金額(千円)

石川島播磨重工業㈱ 2,867,912

新立川航空機㈱ 268,048

石川島プラントエンジニアリング㈱ 147,075

㈱協立 105,994

㈱アイ・エイチ・アイフォイトペーパーテクノロジー 73,484

その他 1,396,755

合計 4,859,271



(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

  

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日

株券の種類 100,000株券、10,000株券、1,000株券

中間配当基準日 ９月30日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 
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 

  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 

  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 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 株券１枚につき100円に印紙税相当額を加算した額

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 
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 

  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 

  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 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 東京都において発行される日本経済新聞

株主に対する特典 なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社の親会社等である石川島播磨重工業株式会社は、継続開示会社であり、東京証券取引所、大阪証券取引所、名古

屋証券取引所、福岡証券取引所、札幌証券取引所に上場しております。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1)  
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第41期) 

自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日

  
平成17年６月28日 
関東財務局長に提出。 

(2)  半期報告書 (第42中) 
  

自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日

  
  
平成17年12月６日 
関東財務局長に提出。 

            

(3) 臨時報告書 企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第６号の２(株式交換契約の
締結)に基づく臨時報告書であります。

  平成18年５月16日 
関東財務局長に提出。 

          

(4) 臨時報告書 
の訂正報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第６号の２(株式交換契約の
締結)に基づく臨時報告書の訂正報告書
であります。 

  平成18年５月24日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月28日

石川島汎用機サービス株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている石川島

汎用機サービス株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、石川島

汎用機サービス株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  前  原  浩  郎  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  上  林  敏  子  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  井  上  秀  之  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  
独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月28日

石川島汎用機サービス株式会社 

取締役会 御中 

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている石川島

汎用機サービス株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第42期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸

表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、石川島

汎用機サービス株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャ

ッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社と石川島播磨重工業株式会社は、会社が同社の完全子会社となる株式

交換契約を平成18年５月16日に締結し、平成18年６月28日開催の定時株主総会において同株式交換契約の承認を受けて

いる。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

  

以 上 

  

新日本監査法人 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  前  原  浩  郎  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員 

  公認会計士  上  林  敏  子  ㊞ 

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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