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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】 

回次 第105期 第106期 第107期 第108期 第109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

(1）連結経営指標等   

売上高（百万円） 439,108 395,239 337,385 337,680 333,881

経常利益（百万円） 8,055 7,201 8,080 607 2,091

当期純損益（百万円） 3,459 △35,062 12,243 1,048 △29,057

純資産額（百万円） 61,851 27,499 42,530 44,448 24,156

総資産額（百万円） 638,811 470,504 400,327 416,455 390,205

１株当たり純資産額（円） 61.72 54.60 84.48 88.32 43.18

１株当たり当期純損益金額
(円) 

3.45 △69.81 24.32 2.08 △56.54

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円） 

－ － － 1.95 －

自己資本比率（％） 9.7 5.8 10.6 10.7 6.2

自己資本利益率（％） 5.7 △78.5 35.0 2.4 △84.7

株価収益率（倍） 19.4 － 8.7 74.9 －

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

23,575 11,548 14,677 19,727 16,668

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△680 △29,230 31,261 △41,082 12,227

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△21,329 △14,490 △45,135 △4,410 309

現金および現金同等物の期末
残高（百万円） 

92,395 61,423 63,656 38,531 68,323

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数](人) 

10,403 
［－］

8,014
［－］

8,089
［－］

8,079 
［－］

6,941
［－］

(2）提出会社の経営指標等   

売上高（百万円） 304,514 269,451 200,824 201,791 196,596

経常利益（百万円） 3,065 4,340 3,652 1,059 502

当期純損益（百万円） △790 △33,383 8,012 110 △25,429

資本金（百万円） 50,294 25,305 25,305 25,305 30,355

発行済株式総数（千株） 1,002,152 504,219 504,219 504,219 560,330

純資産額（百万円） 56,833 25,366 34,658 35,215 18,706

総資産額（百万円） 458,327 370,399 297,821 308,900 304,239



 （注）１．売上高には、消費税等を含んでいない。 

２．連結経営指標等の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第105期は、調整計算の結果、１株当たり当期

純利益金額が希薄化しないため記載していない。第106期および第107期は、潜在株式が存在しないため記載していな

い。第109期は、１株当たり当期純損失金額が計上されているため記載していない。 

提出会社の経営指標等の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、第105期および第109期は、１株当たり

当期純損失金額が計上されているため記載していない。第106期および第107期は、潜在株式が存在しないため記載して

いない。 

３．連結経営指標等の株価収益率については、第106期および第109期は１株当たり当期純損失金額が計上されているため記

載していない。また、提出会社の経営指標等の株価収益率については、第105期、第106期および第109期は１株当たり当

期純損失金額が計上されているため記載していない。 

４．提出会社は、平成15年２月20日付で発行済普通株式について、２株を１株にする株式併合を行っている。なお、第106期

の１株当たり当期純損益金額は、期首に併合が行われたものとして計算している。 

５．平均臨時雇用者数については、当該臨時従業員の総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略した。 

６．平成15年３月期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純損益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額の算定にあたっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）および「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用している。 

  

回次 第105期 第106期 第107期 第108期 第109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

１株当たり純資産額（円） 56.71 50.35 68.81 69.95 33.44

１株当たり配当額 
(うち１株当たり中間配当額) 
(円) 

－ 
（－）

－
（－）

－
（－）

－ 
（－）

－
（－）

１株当たり当期純損益金額
(円) 

△0.79 △66.44 15.91 0.22 △49.47

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円） 

－ － － 0.19 －

自己資本比率（％） 12.4 6.8 11.6 11.4 6.1

自己資本利益率（％） △1.4 △81.2 26.7 0.3 △94.3

株価収益率（倍） － － 13.3 709.4 －

配当性向（％） － － － － －

従業員数 
[外、平均臨時雇用者数](人) 

2,652 
［－］

2,051
［－］

2,103
［－］

2,133 
［－］

2,034
［－］



２【沿革】 

［個人営業時代］ 

明治14年４月 英国人E.H.ハンターが大阪鉄工所（当社の前身）を大阪安治川岸に創立 

明治33年４月 桜島造船場（元桜島工場）操業開始 

明治44年９月 因島船渠株式会社を買収して因島工場とする。 

［旧株式会社大阪鉄工所時代］ 

大正３年３月 株式会社大阪鉄工所設立、前大阪鉄工所の事業一切を継承 

大正９年12月 株式会社原田造船所より築港工場を買収 

大正13年６月 彦島船渠株式会社を買収して彦島工場とする。 

［日立造船株式会社（新株式会社大阪鉄工所）時代］ 

昭和９年５月 日本産業株式会社が株式会社大阪鉄工所の全株式を取得して株式会社日本産業大阪鉄工所

（資本金1,200万円）を設立（昭和９年５月29日）し、旧株式会社大阪鉄工所の事業一切を

継承 

昭和９年８月 社名を株式会社大阪鉄工所と改称 

昭和11年２月 日本産業株式会社保有の当社全株式が株式会社日立製作所に肩代りされ、同社の経営系列下

に入る。 

昭和18年３月 社名を日立造船株式会社と改称 

昭和18年９月 向島船渠株式会社（現向島工場）および原田造船株式会社（元大浪工場）を吸収合併 

昭和18年12月 旧海軍の要請により彦島工場を三菱重工業株式会社に譲渡 

昭和19年６月 神奈川造船所（現神奈川工場）操業開始 

昭和19年９月 ミツワ製材工業株式会社を買収して小林工場とする。 

昭和20年３月 大阪市大淀区の此花商業学校校舎を買収して大淀工場とする。 

昭和22年１月 株式会社日立製作所保有の当社全株式が持株会社整理委員会に譲渡される。 

昭和23年12月 全株式を一般に放出・公開 

昭和24年５月 大阪・東京証券取引所に上場 

昭和24年９月 大浪工場閉鎖 

昭和25年４月 技術研究所（大阪市此花区）新設 

昭和25年９月 小林工場閉鎖 

昭和26年１月 大淀工場を日立ミシン株式会社に譲渡 

昭和39年２月 株式会社富岡機械製作所（日立造船富岡機械株式会社（連結子会社））を経営系列化 

昭和39年８月 福井機械株式会社（現株式会社エイチアンドエフ（現連結子会社））を設立 

昭和40年７月 堺工場操業開始 

昭和46年４月 舞鶴重工業株式会社（現舞鶴工場）を吸収合併 

昭和47年10月 瀬戸田造船株式会社（昭和19年11月設立）が、田熊造船株式会社（昭和26年６月設立）を吸

収合併し、社名を内海造船株式会社（現持分法適用関連会社）と改称 

昭和48年４月 有明工場操業開始 

昭和50年１月 日立造船非破壊検査株式会社（現株式会社ニチゾウテック（現連結子会社））を設立 

昭和52年12月 当社電算部門を分離独立させ、日立造船情報システム株式会社（連結子会社）を設立 

昭和52年12月 アタカ工業株式会社（現連結子会社）を経営系列化 

昭和61年７月 築港工場閉鎖 

昭和62年１月 堺工場閉鎖 

平成元年９月 全額出資子会社６社（大阪プラントエンジニアリング株式会社、ニチゾウ陸機設計株式会

社、ハイシステムコントロール株式会社、株式会社日立造船技術研究所、日立造船地所株式

会社および株式会社日立造船船舶設計所）を吸収合併 

平成３年４月 茨城工場操業開始 

平成５年10月 旧堺工場跡地に堺工場（鉄構工場）を新設、操業開始 

平成６年３月 大阪市大正区に技術研究所を新設・移転 

平成８年12月 環境総合開発センターを舞鶴工場内に開設 



平成９年10月 有明機械工場操業開始 

平成９年12月 桜島工場閉鎖 

平成９年12月 南港ビル（大阪市住之江区）完成。同ビルを営業・設計・エンジニアリング・調達および本

社部門の拠点とする。 

平成11年10月 有明機械工場を日立造船ディーゼルアンドエンジニアリング株式会社（現連結子会社）とし

て分社化 

平成14年10月 造船事業を日本鋼管株式会社（現ＪＦＥエンジニアリング株式会社）との共同出資会社であ

るユニバーサル造船株式会社（現持分法適用関連会社）に営業譲渡 

平成14年10月 株式会社エイチイーシー（連結子会社）を吸収合併 

平成18年２月 日立造船富岡機械株式会社（連結子会社）清算結了 

平成18年３月 日立造船情報システム株式会社（連結子会社）の全株式を譲渡 



３【事業の内容】 

 当社グループは、主として環境装置、プラント、船舶、海洋構造物、鉄構、建機、物流装置、機械、原動機等の開発、製造、

販売、サービスを行っており、当社、子会社80社および関連会社18社で構成されている。 

 事業の種類別セグメントごとの主な事業内容と、当社および主な関係会社の位置づけは次のとおりである。 

（主な事業内容） 

環境装置・プラント……都市ごみ焼却施設、産業廃棄物処理施設、エネルギー回収システム（ごみ発電設備等）、バイオマス

利用システム、水・汚泥処理施設、土地浄化システム、海水淡水化プラント等各種プラント、脱硝触

媒、原子力関連設備機器等 

船舶・海洋………………新造船・改造船・修繕船、海洋構造物等 

鉄構・建機・物流………橋梁、水門扉、鋼製煙突、水圧鉄管、海洋土木（沈埋函等）、防災システム、シールド掘進機、立体

駐車装置、荷役運搬装置、土木建設機械等 

機械・原動機……………製鉄機械、鍛圧機械、風力機械、食品機械、医薬機械、プラスチック機械、舶用機器、精密機器（有

機ＥＬ製造装置、ＦＰＤ製造装置等）、発電設備、内燃機関、タービン、ボイラ等 

その他……………………エレクトロニクス・制御システム、パッケージソフト、情報・通信関連システム、高精度位置情報シ

ステム（ＧＰＳ、ＧＩＳ）、電力卸供給事業等 

  

（当社および主な関係会社の位置づけ） 

［環境装置・プラント］ 

 当社が製造・販売を行うほか、アタカ工業㈱が各種水処理装置・公害防止装置、㈱アイメックスが環境装置、大機エンジニ

アリング㈱が各種環境保全装置、エスエヌ環境テクノロジー㈱が各種廃棄物処理施設、日立造船メカニカル㈱が各種プラント

およびプラント機器の製造・販売等、また、エコマネジ㈱が廃棄物処理事業に関するコンサルティング業務、大館エコマネジ

㈱、柏環境テクノロジー㈱、倉敷環境テクノロジー㈱などが廃棄物処理施設の運営等を行うほか、関西サービス㈱、日神サー

ビス㈱などがごみ焼却施設等の運転業務を受託している。 

［船舶・海洋］ 

 当セグメントにおいては、主として当社持分法適用関連会社であるユニバーサル造船㈱および内海造船㈱が、各種船舶およ

び海洋構造物の新造・修繕等を行っている。 

［鉄構・建機・物流］ 

 当社が製造・販売を行うほか、㈱エムテック、㈱エスメックなどが鉄鋼構造物、ジオテックマシナリー㈱、日機装置㈱が各

種シールド掘進機の製造・販売等、ニチゾウ堺エンジニアリング㈱がエンジニアリング業務、日立造船鉄構エンジニアリング

㈱が鉄構製品のメンテナンス事業を行っている。 

［機械・原動機］ 

 当社が製造・販売を行うほか、㈱エイチアンドエフが各種プレス機械、スチールプランテック㈱が各種製鉄機械、㈱エイチ

イーシーエンジニアリングが各種産業機械、㈱ブイテックス、㈱Hitzハイテクノロジー、および武井電機工業㈱が半導体関連

装置、光ディスク製造設備、真空機器、有機ＥＬディスプレイ製造装置等の精密・ＩＴ関連設備、㈱タハラがプラスチック成

形機、㈱アイメックスおよび日立造船ディーゼルアンドエンジニアリング㈱が舶用ディーゼルエンジンの製造・販売等、ま

た、㈱日立造船茨城発電所および㈱ヒッツパワーが発電設備の運営等を行っている。 

［その他］ 

 当社が製造・販売を行うほか、㈱ニチゾウテックが各種構造物の非破壊検査・計測・診断業務、ニチゾウ電子制御㈱が各種

制御機器・電子機器の設計・製造・販売、日本ＧＰＳデータサービス㈱および日本ＧＰＳソリューションズ㈱がＧＰＳデータ

配信、ＧＰＳシステム販売等、㈱エーエフシーがファイナンス業務、㈱マイオピおよび㈱イーワークス・ネットがインター

ネットを利用した情報提供サービス事業、㈱オーナミが倉庫・港湾荷役業、運送業を行っている。 

  

 事業の系統図は次頁に記載している。 

  

  

  次へ 





４【関係会社の状況】 

名称 住所 
資本金 
(百万円) 

主要な事業の
内容 

議決権
の所有
割合 
（％） 

当社との関係内容 

役員の兼任等(人)
事業上の関係 

兼任 出向 転籍

（連結子会社）       

アタカ工業㈱※１、
※２ 

大阪市 
西区 

1,335 
環境装置・プ
ラント 

57.1 2 0 5
当社製品・設備等の土
木・建築工事等 

㈱ニチゾウテック※
２ 

大阪市 
大正区 

1,242 
環境装置・プ
ラント、その
他 

61.7
(1.8)

2 0 6
当社製品の非破壊検査
等 

㈱アイメックス 
広島県 
尾道市 

984 

環境装置・プ
ラント、機
械・原動機、
その他 

93.9 3 0 6

当社製品の製造 

㈱エイチアンドエフ
※１ 

福井県 
あわら市 

567 機械・原動機 74.8 3 0 5
当社製品の製造 

㈱エムテック 
広島県 
尾道市 

490 
鉄構・建機・
物流 

100.0 2 0 4
当社製品の製造 

日立造船ディーゼル
アンドエンジニアリ
ング㈱ 

熊本県 
玉名郡 
長洲町 

490 機械・原動機 100.0 2 0 7
当社製品の製造 

ニチゾウ電子制御㈱ 
大阪市 
此花区 

490 その他 100.0 2 0 5
当社製品の製造 

日本プスネス㈱ 
東京都 
中央区 

450 その他 55.5 1 0 2 ― 

㈱エーエフシー 
大阪市 
住之江区 

420 その他 100.0 4 0 0
当社の一般事務処理業
務の受託 

㈱エイチイーシーエ
ンジニアリング 

大阪市 
西区 

420 機械・原動機 100.0 2 0 5
当社製品の設計・製
作・建設・補修 

㈱日立造船茨城発電
所 

茨城県 
常陸大宮市 

400 機械・原動機 100.0 4 0 1
当社発電システム研究
の受託 

日本ＧＰＳソリュー
ションズ㈱ 

東京都 
大田区 

400 その他 100.0 2 0 2 ― 

日立造船鉄構エンジ
ニアリング㈱ 

大阪市 
住之江区 

400 
鉄構・建機・
物流 

100.0 1 0 2
当社製品のメンテナン
ス 

㈱エスメック 
大阪市 
住之江区 

358 
鉄構・建機・
物流 

100.0 3 0 1
当社製品の製造 

日立造船メカニカル
㈱ 

熊本県 
玉名郡 
長洲町 

347 
環境装置・プ
ラント 

100.0 2 0 4
当社製品の製造 

エコマネジ㈱ 
東京都 
千代田区 

327 
環境装置・プ
ラント 

60.0 4 0 1
当社から廃棄物処理施
設に関するコンサルテ
ィング業務を受託 

日本ＧＰＳデータサ
ービス㈱ 

東京都 
大田区 

300 その他 73.3 2 0 1 ― 



名称 住所 
資本金 
(百万円) 

主要な事業の
内容 

議決権
の所有
割合 
（％） 

当社との関係内容 

役員の兼任等(人)
事業上の関係 

兼任 出向 転籍

㈱ニチゾウ桜島製作
所 

堺市 
西区 

250 機械・原動機 100.0 3 0 3
当社製品の製造 

大館エコマネジ㈱ 
秋田県 
大館市 

230 
環境装置・プ
ラント 

90.0
(90.0)

3 0 2
当社へ廃棄物処理施設
建設工事を発注 

ジオテックマシナリ
ー㈱ 

川崎市 
川崎区 

225 
鉄構・建機・
物流 

88.9 2 2 1
当社製品の製造 

関西サービス㈱ 
大阪市 
西区 

200 
環境装置・プ
ラント 

100.0 2 1 4
当社製品の運転管理、
当社内清掃・運搬 

エスエヌ環境テクノ
ロジー㈱ 

大阪市 
住之江区 

200 
環境装置・プ
ラント 

100.0 3 0 1
当社製品のアフターサ
ービス 

㈱グリーンラボ 
大阪市 
大正区 

180 
環境装置・プ
ラント 

100.0
(38.9)

4 0 3
当社から環境化学分
析・調査、環境アセス
メント等を受託 

㈱ブイテックス 
東京都 
品川区 

143 機械・原動機 100.0 1 0 3 ― 

㈱Hitzハイテクノロ
ジー 

京都府 
舞鶴市 

110 機械・原動機 100.0 2 0 6
当社製品の製造 

関西設計㈱ 
大阪市 
西区 

100 その他
100.0
(100.0)

2 0 4
当社製品の設計 

日機装置㈱ 
大阪市 
大正区 

100 
鉄構・建機・
物流 

100.0 3 0 2
当社製品の製造 

日神サービス㈱ 
川崎市 
川崎区 

100 
環境装置・プ
ラント 

100.0 2 0 5 当社製品の運転管理、
当社内清掃・運搬 

ニチゾウ堺エンジニ
アリング㈱ 

堺市 
西区 

98 
鉄構・建機・
物流 

100.0
(100.0)

1 0 3 当社製品の製造 

㈱伊東カントリーク
ラブ※３ 

静岡県 
伊東市 

97 その他 100.0 3 0 1 ― 

㈱イーワークス・ネ
ット 

大阪市 
此花区 

60 その他 100.0 3 0 1 ― 

日立造船プラント技
術サービス㈱ 

大阪市 
西区 

60 
環境装置・プ
ラント 

100.0 1 0 3
当社製造のプラントの
アフターサービス部品
販売 

㈱ヒッツパワー 
大阪市 
住之江区 

60 機械・原動機 100.0 3 0 1
当社からの各種研究等
受託 

㈱マイオピ 
東京都 
品川区 

53 その他 100.0 3 0 1 ― 

㈱タハラ 
東京都 
江戸川区 

50 機械・原動機 100.0 2 0 1 ― 

九州環境サービス㈱ 
北九州市 
門司区 

50 
環境装置・プ
ラント 

100.0
(100.0)

1 0 3
当社製品の運転・管
理・維持・補修 

㈱サイラック 
東京都 
江東区 

50 その他 100.0 2 0 1 当社製品の開発・製造 



名称 住所 
資本金 
(百万円) 

主要な事業の
内容 

議決権
の所有
割合 
（％） 

当社との関係内容 

役員の兼任等(人)
事業上の関係 

兼任 出向 転籍

みちのくサービス㈱ 
仙台市 
青葉区 

40 
環境装置・プ
ラント 

100.0
(100.0)

1 0 4
当社製品の運転・管
理・維持・補修 

四国環境サービス㈱ 
香川県 
高松市 

40 
環境装置・プ
ラント 

100.0 4 0 0
当社製品の運転・管
理・維持・補修 

ヒッツ環境石川㈱ 
石川県 
羽咋郡 
志賀町 

35 
環境装置・プ
ラント 

100.0 3 0 3
当社製品の運転・管
理・維持・補修 

日立造船ツーリスト
㈱ 

大阪市 
住之江区 

30 その他
100.0
(100.0)

4 0 0
当社従業員の出張旅行
手配 

スラリー21㈱ 
東京都 
千代田区 

30 その他 75.0 3 0 2 ― 

㈱瀬戸崎鉄工所 
山口県 
下関市 

25 その他
100.0
(100.0)

0 0 2 ― 

日立造船中国工事㈱ 
広島県 
尾道市 

20 
環境装置・プ
ラント 

100.0
(100.0)

2 0 4
当社製品の製造 

柏環境テクノロジー
㈱ 

千葉県 
柏市 

20 
環境装置・プ
ラント 

100.0 4 0 2
当社製品の運転・管
理・維持・補修 

倉敷環境テクノロジ
ー㈱ 

岡山県 
倉敷市 

20 
環境装置・プ
ラント 

100.0 4 0 2
当社製品の運転・管
理・維持・補修 

エヌエイチパーキン
グシステムズ㈱ 

大阪市 
福島区 

20 
鉄構・建機・
物流 

100.0 3 0 2
当社製品の運転・管
理・維持・補修 

ヒッツ環境高松㈱ 
香川県 
高松市 

10 
環境装置・プ
ラント 

100.0 4 0 0
当社製品の運転・管
理・維持・補修 

ニチゾウ北海道サー
ビス㈱ 

札幌市 
中央区 

10 
環境装置・プ
ラント 

100.0
(100.0)

1 0 4
当社製品の運転・管
理・維持・補修 

ニチゾウ北陸サービ
ス㈱ 

新潟県 
新潟市 

10 
環境装置・プ
ラント 

100.0
(100.0)

1 0 2
当社製品の運転・管
理・維持・補修 

ニチゾウ九州サービ
ス㈱ 

福岡市 
博多区 

10 
環境装置・プ
ラント 

100.0
(65.0)

2 0 3
当社製品の運転・管
理・維持・補修 

Hitz産機テクノ㈱ 
大阪市 
大正区 

10 機械・原動機 100.0 1 0 7 － 

Hitz Holdings 
U.S.A. Inc. 

米国 
Delaware 

5,250 
千US$ 

環境装置・プ
ラント 

100.0 3 0 0
当社米国グループ会社
の出資及びファイナン
ス 

Hitachi Zosen 
U.S.A.Ltd. 

米国 
New York 

750 
千US$ 

環境装置・プ
ラント 

100.0
(100.0)

2 1 0
当社受注工事の仲介 

Hitz America Inc. 
米国 
Houston 

500 
千US$ 

環境装置・プ
ラント 

100.0
(100.0)

4 0 0
当社製品の設計・製
造・販売 

Hitachi Zosen 
Europe Ltd. 

英国 
London 

500 
千STG 

その他 100.0 2 2 0
当社受注工事の仲介 

Hitachi Zosen 
Fukui U.S.A., Inc. 

米国 
Delaware 

100 
千US$ 

環境装置・プ
ラント 

100.0
(100.0)

2 0 2 － 



 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 

２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数。 

３．※１：特定子会社である。 

４．※２：有価証券報告書提出会社である。 

５．※３：債務超過会社。債務超過の額は、平成18年３月末時点で2,197百万円。 

６．上記連結子会社は、いずれも売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合がそれぞれ100

分の10以下であるため、主要な損益情報等は記載していない。 

  

名称 住所 
資本金 
(百万円) 

主要な事業の
内容 

議決権
の所有
割合 
（％） 

当社との関係内容 

役員の兼任等(人)
事業上の関係 

兼任 出向 転籍

（持分法適用非連結子会社）       

Hitachi Zosen Co.
(HK) Ltd. 

香港 
18,000 
千HK$ 

その他 100.0 2 0 0
当社受注工事の仲介 

Hitachi Zosen 
Engineering 
Singapore (Pte.) 
Ltd. 

Singapore 
3,250 
千S$ 

その他 100.0 2 1 0

当社受注工事の仲介、
当社受注工事の設計業
務受託等 

（持分法適用関連会社）       

ユニバーサル造船㈱ 
川崎市 
幸区 

25,000 船舶・海洋 50.0 2 0 4
資材を当社より購入 

スチールプランテッ
ク㈱ 

横浜市 
鶴見区 

1,995 機械・原動機 24.8 2 0 1
当社製品の販売 

内海造船㈱※２ 
広島県 
尾道市 

1,100 船舶・海洋 20.4 2 0 7
舶用原動機を当社より
購入 

㈱オーナミ※２ 
大阪市 
西区 

525 その他
39.3
(0.1)

2 0 6
当社製品の運送・梱包 

大機エンジニアリン
グ㈱※２ 

東京都 
港区 

500 
環境装置・プ
ラント 

39.4 2 0 3
当社製品の製造 

㈱オー・シー・エル 
東京都 
港区 

200 機械・原動機 20.0 1 0 2
当社製品のリース業 

武井電機工業㈱ 
佐賀県 
三養基郡 
みやき町 

98 機械・原動機 30.0 1 0 1 ― 

日立造船ハンドリン
グシステム㈱ 

広島県 
尾道市 

90 
鉄構・建機・
物流 

40.0 1 0 3
当社製品の製造 

大昌産業㈱ 
大阪市 
西区 

50 その他 50.0 1 0 2
当社付保の損害保険、
生命保険の代理業 

H&N Catalyst 
Manufacturing LLC 

米国 
Alabama 

8,000 
千US$ 

環境装置・プ
ラント 

50.0
(50.0)

2 0 0 当社製品の製造 



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注）１．従業員数には、就業人員数を記載している。なお、年間平均臨時従業員数については、当該臨時従業員の総数が従業員

数の100分の10未満であるため、記載を省略している。 

２．従業員数が前連結会計年度末に比し、1,138人減少したのは、主として当社が保有する内海造船㈱の株式の一部譲渡に伴

い、同社が当社の連結子会社から持分法適用関連会社となったことによるものである。なお、内海造船㈱が持分法適用

関連会社となったことに伴い、船舶・海洋部門の従業員数は０人となった。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数には、就業人員数を記載している。なお、年間平均臨時従業員数については、当該臨時従業員の総数が従業員

数の100分の10未満であるため、記載を省略している。 

２．平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含む。 

  

(3）労働組合の状況 

 当社の組合組織は、企業内単一組合として５支部約2,500人の組合員で組織されており、日本基幹産業労働組合連合会（基幹

労連）を上部団体とし、これを通じて日本労働組合総連合会（連合）および全日本金属産業労働組合協議会（金属労協）に加

盟している。 

 会社と労働組合との間には、対等、信頼、尊重を中心とした、話合いによる解決を基本とするよき労使関係が確立されてお

り、労使間には現在係争事項はない。なお、昭和54年３月、会社と労働組合との間で、労働組合および組合員の参加を基本と

し、労使関係の基本事項を織り込んだ総合労働協約を締結している。 

 また、当社組合と当社グループ会社においてそれぞれ組織された労働組合とを中心として、日立造船グループ労働組合連合

会が組織されている。 

  

  

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

環境装置・プラント 3,777 

船舶・海洋 0 

鉄構・建機・物流 887 

機械・原動機 1,310 

その他 718 

全社（共通） 249 

合計 6,941 

    平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

2,034 39.0 14.9 6,441,020 



第２【事業の状況】 

  

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当連結会計年度の経済情勢は、企業収益の改善を受けて、民間設備投資が増加し、また、個人消費も堅調に推移するなど、

景気は緩やかな回復局面を迎えた。 

 しかしながら、当社グループ（当社、連結子会社および持分法適用会社）を取り巻く経営環境は、公共投資の減少基調が続

いたほか、激しい価格競争の長期化、素材価格の上昇等により、依然として厳しい状況が続いた。 

 こうした景気動向の中で、当社グループ各社は、総力を結集して、製品競争力の強化、積極的な営業活動の展開を図り、受

注の確保、収益力の改善に努めた。 

 その結果、当連結会計年度の業績については、売上高は、前連結会計年度に比べ3,799百万円（1.1％）減少の333,881百万円

となった。損益面では、営業利益は、前連結会計年度に引き続き、受注競争激化による受注価格の下落、素材価格の上昇、為

替変動の影響等を受け、前連結会計年度に比べ31百万円（1.1％）増加の2,766百万円となった。経常利益については、前連結

会計年度に比べ1,484百万円（244.5％）増加の2,091百万円となった。しかし、経常利益が前連結会計年度を上回ったものの、

業績を大きく好転させるには至らず、当社グループでは、この難局を打開し、当社中期経営計画「Hitz-Innovation」の確実な

達成を期すべく、抜本的な構造改革を実施することとした。これに伴い、当連結会計年度において、固定資産売却益、関係会

社株式売却益等、計14,466百万円を特別利益に計上する一方、退職給付制度終了損失、減損損失等、計34,029百万円を特別損

失に計上したことにより、当期純損失は29,057百万円となった。 

 事業の種類別セグメントごとの業績の概要は次のとおりである。 

①環境装置・プラント部門 

関連する公共投資が低調に推移する厳しい状況の中で、売上高は前連結会計年度に比べ11,300百万円（8.5％）増加の

144,779百万円となったが、競争激化による受注価格の下落の影響等により、715百万円の営業損失となった。 

②船舶・海洋部門 

売上高は前連結会計年度に比べ3,349百万円（11.5％）減少の25,779百万円となったものの、好調な海運市況を反映して、営

業利益は、455百万円（95.0％）増加の934百万円となった。 

③鉄構・建機・物流部門 

公共投資、関連する民間設備投資がともに低調に推移する厳しい受注環境が続く中で、売上高は前連結会計年度に比べ

13,693百万円（23.6％）減少の44,239百万円となり、価格競争激化による受注価格の下落等の影響により、1,406百万円の営

業損失となった。 

④機械・原動機部門 

関連する民間設備投資の回復により、受注環境が堅調に推移する中で、売上高は前連結会計年度に比べ4,664百万円

（6.5％）増加の76,320百万円、営業利益は前連結会計年度に比べ2,079百万円（441.4％）増加の2,550百万円となった。 

⑤その他部門 

売上高は前連結会計年度に比べ2,720百万円（6.0％）減少の42,762百万円となったが、コストダウンの推進等により、営業

利益は前連結会計年度に比べ685百万円（97.2％）増加の1,390百万円となった。 

  

 所在地別セグメントの業績については、全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める日

本の割合が、いずれも90％を超えているため、記載を省略している。 

  

 なお、上記金額には消費税等は含まれていない。 



(2）キャッシュ・フロー 

 当連結会計年度末における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、転換社債型新株予約権付社債

の発行等により、前連結会計年度末に比べ29,792百万円（77.3％）増加し、当連結会計年度末には68,323百万円となった。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ3,059百万円（15.5％）減少し、16,668百万

円となった。これは、前受金の受取増加があったものの、仕入債務の増加額の減少等を反映したものである。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において投資活動の結果得られた資金は、12,227百万円（前連結会計年度は41,082百万円の使用）となっ

た。これは、有形固定資産の取得による支出12,310百万円があったものの、有形固定資産および投資有価証券の売却による収

入がそれぞれ13,230百万円および7,671百万円あったこと等を反映したものである。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において財務活動の結果得られた資金は、309百万円（前連結会計年度は4,410百万円の使用）となった。こ

れは、短期および長期借入金の返済を行ったものの、社債の発行を行ったこと等を反映したものである。 



２【生産、受注および販売の状況】 

(1）生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１．金額は、販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去している。 

２．上記の金額には、消費税等を含んでいない。 

  

(2）受注状況 

 当連結会計年度における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。 

２．上記の金額には、消費税等を含んでいない。 

３．受注残高の前期比の算出にあたっては、為替レート変動による影響額を前期末受注残高において修正している。 

  

(3）販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去している。 

２．上記の金額には、消費税等を含んでいない。 

３．総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はない。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比（％） 

環境装置・プラント 144,422 8.5 

船舶・海洋 27,140 △9.6 

鉄構・建機・物流 43,083 △23.3 

機械・原動機 80,417 12.7 

その他 43,972 4.9 

合計 339,037 1.9 

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 前期比（％）
受注残高
（百万円） 

前期比（％） 

環境装置・プラント 128,238 △9.9 151,946 △9.8 

船舶・海洋 46,788 △1.3 － △100.0 

鉄構・建機・物流 30,824 △43.1 34,641 △27.9 

機械・原動機 84,825 △1.7 88,423 16.4 

その他 43,987 △8.9 8,113 13.1 

合計 334,663 △11.6 283,125 △22.2 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比（％） 

環境装置・プラント 144,779 8.5 

船舶・海洋 25,779 △11.5 

鉄構・建機・物流 44,239 △23.6 

機械・原動機 76,320 6.5 

その他 42,762 △6.0 

合計 333,881 △1.1 



３【対処すべき課題】 

 当社グループでは、平成17年から３か年の当社中期経営計画「Hitz-Innovation」のもと、中核事業である環境分野と伸張事業

である精密・ＩＴ産業分野を中心に“ものづくりとエンジニアリング力”を強化し、安定的な事業収益基盤を構築することを目

指して、事業展開中である。 

 しかし、当社グループを取り巻く経営環境は、公共投資の減少基調が続いたほか、激しい価格競争の長期化、素材価格の上昇

等により、依然として厳しい状況が続いており、中期経営計画の達成状況を踏まえて、平成18年２月に、平成18年度以降の収益

力強化に向けた抜本的な対策として、計画の重点施策である「事業構造の転換」、「ガバナンス機能の強化」、「収益力の強

化」、「企業カルチャーの変革」の４点について具体的展開策を決定し、計画の確実な達成を期すこととした。その概要は次の

とおりである。 

  

「Hitz-Innovation」の具体的展開の概要 

(1)事業構造の転換 

   ① コアであるエンジニアリング事業の強化 

     当社については、環境プラントおよび造水・化学プラントを主体とする「エンジニアリング事業」に特化し、需要面で官

民のバランスが取れた事業構造を構築するとともに、当社グループの経営戦略等を企画・推進する事業持株会社に位置付け

る。さらに、アフターサービス事業については、戦略的な要員の再配置やＭ＆Ａ、関係会社を中心とした民需向けアフター

サービス事業への経営資源投下により、事業伸張を図る。 

   ②ものづくり事業の競争力向上 

     プレス機械、原動機、プラント機器等の機械・プロセス機器分野における関係会社群は、製造・技術力を強みとして、高

い競争力を有しており、こうした関係会社が展開する事業を「民需向けのものづくり事業」に位置付け、旺盛な民間需要に

応えていく。 

     一方、鉄構・建機事業については、「官需向けのものづくり事業」と位置付け、徹底したコストダウンで生き残りを図る

とともに、他社とのアライアンスを積極的に検討していく。 

   ③精密機械事業の伸張 

     食品機械、医薬充填機、光学フィルム製造装置等の産業機器事業、有機ＥＬ製造装置等の精密機械事業およびＩＴ産業分

野をあわせて、「精密機械事業」と位置付け、当社グループの伸張事業として、経営資源を積極的に投入する。 

   ④ノンコア資産の処分 

     上記「エンジニアリング事業」、「民需向けのものづくり事業」、「官需向けのものづくり事業」、「精密機械事業」の

４分野以外の事業については、ノンコア事業と位置付け、原則として撤退・売却し、投下資本の回収を図る。 

  (2)ガバナンス機能の強化 

   ①コンプライアンス経営の徹底 

     現在、経営トップの強い決意のもと、グループを挙げてコンプライアンス経営の促進に取り組んでおり、今後とも、法

令・企業倫理遵守は企業存立の基盤であるとの認識のもと、コンプライアンス経営を徹底・強化する。 

   ②プロジェクト管理機能の強化 

     受注時リスクの徹底排除に加え、受注後のモニタリング体制強化のための専任部署を設置し、コストダウンを含めた採算

面における目標と実績の乖離の極小化を図る。 

  (3)収益力の強化 

   ①構造改革の実施 

     事業構造の転換による事業の再編・整備、当社の事業持株会社化に伴い、組織・人員のスリム化を含めた抜本的な構造改

革を実施し、企業規模に合った人員配置とするとともに、退職給付制度の大幅な変更による退職給付債務の処理、不動産の

減損処理等を実施することで、財務上の懸念を払拭し、平成18年度以降の収益回復を確実なものとする。 

   ②資本の調達 

当社第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により調達した資金300億円を、構造改革費用として活用するほか、

精密機械事業、機械・プロセス機器事業、環境アフターサービス事業等の成長分野に積極的に資金を投下し、収益拡大を図

る。 



   ③有利子負債の削減 

ノンコア資産（関係会社株式、不動産等）の売却により、有利子負債の削減を加速することで、金利の削減、財務体質の

強化を図る。 

  (4)企業カルチャーの変革 

   ①企業風土改革運動の推進 

   外部コンサルタントを導入して取り組んでいる企業風土改革運動の輪をさらに広げ、職員一人一人が環境の変化に適応

し、問題点を即座に解決する企業風土を目指す。 

   ②モチベーション向上のための環境整備 

退職給付制度を大きく改変し、成果主義に根ざした人事・給与制度を構築するとともに、次世代リーダーの育成、当社グ

ループ間での人事異動を促進するなど、職員が自発的にモチベーションを高めるための環境整備を進めることで、企業カル

チャーの変革に積極的に取り組む。 

   

 当社グループでは、以上の「Hitz-Innovation」計画に基づく諸施策を確実に実施し、株主をはじめとしたステークホルダーか

らの信頼を確立することが最大の課題であると認識し、本計画の完遂、グループ全体での企業価値の向上に全力を尽くしていく

所存である。 



４【事業等のリスク】 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響をおよぼす可能性のあ

る事項には、以下のようなものがある。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものである。 

  

(1）事業環境 

 当社グループの売上には、公共工事が大きな割合を占めているが、当社グループでは、公共投資が低調に推移する現在の状

況下においても、安定した収益を確保するために、民間事業の比率を高めるとともに、アフターサービス、オペレーション、

メンテナンス事業を中心としたソリューション事業の伸長を図るなど事業構造改革に取り組んでいるが、今後も抑制基調が長

期化し、また、事業構造改革が進まない場合には、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性がある。 

  

(2）価格競争 

 当社グループの各製品の市場においては、公共投資の抑制、関連する民間設備投資の低迷の影響等を受け、激しい価格競争

が長期化し、受注価格が下落傾向にある。当社グループでは、人件費、経費等の固定費削減、固定費構造の変革に鋭意取り組

んでいるが、今後さらに受注価格の下落傾向が長期化する場合には、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性

がある。 

  

(3）素材価格の高騰 

 現在、鋼材、非鉄金属、原油をはじめとして素材価格が上昇し、その二次製品の価格も上昇傾向にある。当社グループで

は、鋼材、ステンレス等の非鉄金属製品、石油製品等を使用する製品・工事も多く、こうした価格上昇の影響を最小限にとど

めるよう、資材調達機能の集中化、グループ調達・共同購買の強化による資材費圧縮に鋭意取り組んでいるが、今後も価格上

昇傾向が続く場合には、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性がある。 

  

(4）受注リスク 

 大型受注案件のリスクについては、当社経営企画部の中にリスク管理グループを設け、受注案件の技術・商務条件等につい

てのリスク管理を実施するとともに、リスク検討会による受注時リスクの徹底排除に努めているが、受注時には予見できな

かったリスクが顕在化した場合には、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性がある。 

  

(5）重要な訴訟 

 当社を含む５社は、ごみ焼却施設建設工事に関して独占禁止法違反があったとして、平成11年８月に公正取引委員会から受

けた勧告を不応諾とし、審判が行われていたところ、平成18年６月27日に、公正取引委員会から排除措置を命じる審決があっ

た。また、これに関連して、住民訴訟７件が係属中であるが、このうち、福岡市発注のごみ焼却炉建設工事の入札に係る住民

訴訟に関し、当社を含む５社は連帯して2,088百万円を同市に支払うよう命じる福岡地方裁判所の判決が平成18年４月25日にあ

り、多摩ニュータウン環境組合発注の同工事の入札に係る住民訴訟に関し、当社は1,286百万円を同組合に支払うよう命じる東

京地方裁判所の判決が平成18年４月28日にあったが、当社はこれらに対して控訴している。 

 当社を含む26社は、平成17年６月に、鋼橋上部工事に関し、独占禁止法違反の疑いにより公正取引委員会から刑事告発を受

け、東京高等検察庁から起訴され、現在公判手続き中である。 

 当社および連結子会社であるアタカ工業㈱を含む11社は、平成18年５月に、し尿処理施設建設工事に関する独占禁止法違反

の疑いにより、公正取引委員会から刑事告発を受け、同年６月に大阪地方検察庁から起訴され、現在公判手続き中である。 

  

(6)金利上昇および為替変動 

  当社グループは、有利子負債の削減を軸に財務体質の強化を進めるとともに、社内管理規程に基づき、金利変動リスクおよ

び為替変動リスクをヘッジしているが、金利上昇や為替変動が、当社グループの業績と財政状況に影響を及ぼす可能性があ

る。 

  

(7)石綿による労働災害 

  石綿により健康被害を受けた方に対する補償金を当社が定める支給基準に基づき特別損失として計上したが、今後、これに

関連して訴訟や周辺住民からの相談などによる補償範囲の拡大等が生じた場合は、当社グループの業績と財政状況に影響を及

ぼす可能性がある。 

  

(8）その他のリスク 

 上記(5)に記載のし尿処理施設建設工事に関する独占禁止法違反の疑いにより、公正取引委員会から刑事告発を受け、同年６



月に大阪地方検察庁から起訴されたことに伴い、当社およびアタカ工業㈱は国土交通省をはじめ各地方公共団体から指名停止

の措置を受けた。このことが、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性がある。なお、本項目における将来に

関する事項は、当有価証券報告書提出日現在において、当社グループが判断したものである。 

  



５【経営上の重要な契約等】 

アタカ工業㈱と大機エンジニアリング㈱の合併について 

 環境分野における競争力強化のために当社の連結子会社であるアタカ工業㈱は、当社の持分法適用関連会社である大機エンジ

ニアリング㈱を吸収合併することに関して、平成18年２月28日付で合併に関する基本合意書を締結した。さらに、平成18年10月

１日をもって同社を吸収合併することとし、平成18年５月17日付で吸収合併契約書を締結した。この合併の条件等の詳細につい

ては、後記「第５ 経理の状況 １．(1）連結財務諸表 追加情報（吸収合併契約）」に記載している。 

  

（技術受入契約） 

（注）マン－Ｂ＆Ｗディーゼル社とのＢ＆Ｗ型ディーゼル機関に関する契約については、平成18年４月１日から契約当事者を当社から連結子会社である日立造

船ディーゼルアンドエンジニアリング㈱に変更している。 

  

（技術援助契約） 

契約会社名 
契約の相手方 

契約品目 契約内容 契約期間 
国籍 名称

日立造船㈱ スイス 
フォン・ロール・エンヴ
ァイロメンタル・テクノ
ロジー社 

塵芥焼却装置
１．工業所有権の実施権の設定 
２．技術情報の提供 
３．製造権および販売権の許諾 

平成15年８月から
平成25年８月まで 

日立造船㈱ 日本 三井造船株式会社 
ごみ熱分解溶融プロセス
（シーメンス社〈ドイツ〉
の技術に基づく） 

１．工業所有権の実施権の設定 
２．技術情報の提供 
３．製造権および販売権の許諾 

平成12年10月から
平成19年10月まで 

日立造船㈱ 日本 新日本製鐵株式會社 シャフト炉式ガス化溶融炉
１．工業所有権の実施権の設定 
２．技術情報の提供 
３．製造権および販売権の許諾 

平成15年６月から
平成20年６月まで 
＊１年毎の自動更
新あり 

日立造船㈱ デンマーク 
マン－Ｂ＆Ｗディーゼル
社 

Ｂ＆Ｗ型ディーゼル機関
１．工業所有権の実施権の設定 
２．技術情報の提供 
３．製造権および販売権の許諾 

昭和56年７月から
平成23年12月まで 

契約会社名 
契約の相手方 

契約品目 契約内容 契約期間 
国籍 名称

日立造船㈱ 日本 新日本製鐵株式會社 

塵芥焼却装置（フォン・ロ
ール・エンヴァイロメンタ
ル・テクノロジー社〈スイ
ス〉の技術に基づく） 

１．工業所有権の実施権の設定 
２．技術情報の提供 
３．製造権および販売権の許諾 

平成15年６月から
平成20年６月まで 
＊１年毎の自動更
新あり 



６【研究開発活動】 

 当社グループ（当社および連結子会社）においては、中核事業として位置付けている環境プラントおよび造水・化学プラント

を主体とするエンジニアリング事業をはじめ、伸張事業である精密機械、産業機械およびＩＴ産業分野をあわせた精密機械事

業、その他事業力・収益力強化機種を対象に、新製品の早期事業化、現有製品の高度化・高品質化のための研究開発活動を積極

的に進めている。 

 当社グループの研究開発体制としては、開発戦略・技術戦略を企画立案し、製品開発をプロジェクト体制で実施する開発・企

画部、当社グループの横断的な技術開発等を実施する技術研究所および各関係会社の設計・開発部門が連携して活動している。 

 当連結会計年度における研究開発費は3,065百万円である。 

  

（事業の種類別セグメントごとの主な研究開発活動） 

 環境装置・プラント部門では、当社において、ストーカ炉、ガス化溶融炉、灰溶融炉の高度化や新方式の開発を進めるととも

に、遠隔監視システムやスラグのＪＩＳ化対応、ソリューション事業に寄与する開発、下水汚泥燃料化システム、バイオマス関

連技術、土壌浄化技術、浄水・排水システム、大型造水装置、改良型アンモニア吸収式冷凍機の開発を行った。また、アタカ工

業㈱がメタン発酵高度利用技術の開発および小規模下水高度処理システムの開発等、㈱ニチゾウテックが各種鋼構造物・コンク

リート構造物に対する検査・計測・診断技術の開発等、㈱アイメックスがリングチェーン破砕機および選別機の性能検証等を

行った。なお、当事業にかかる研究開発費は、1,536百万円である。 

 船舶・海洋部門では、当社が、海洋土木構造物の開発を行った。また、内海造船㈱が自動車運搬船の構造研究開発等を行っ

た。なお、当事業にかかる研究開発費は、247百万円である。 

 鉄構・建機・物流部門では、当社が、軟弱地盤対応複合構造橋、合成床版（Hitスラブ）、アルミ橋、超長大橋、鋼構造インフ

ラの光学式応力検査システム、ＧＰＳ津波計・波浪計、立体駐車装置の耐震対策等の開発等を行った。また、ジオテックマシナ

リー㈱がカッタビット交換装置実証実験等を行った。なお、当事業にかかる研究開発費は、245百万円である。 

 機械・原動機部門では、当社が、ガスタービンおよびガスエンジン発電設備の高度化開発を行うとともに、産業機械分野にお

いては食品・医薬品充填機械、プラスチック機械の既存技術の高度化と最近のフラットパネルに対応した光学シート・フィルム

成形技術の開発を行った。精密機械分野においては、有機ＥＬ関連技術の開発、太陽光発電パネル用のレーザ加工装置の商品化

開発を行った。先端技術・新分野においては、導電性カーボンナノシートの量産技術開発と応用製品開発を行っている。また、

㈱エイチアンドエフがリニアトランスファ装置の開発等を行った。なお、当事業にかかる研究開発費は、787百万円である。 

 その他部門では、当社が、ＦＰＤ用ガラス基板の再利用開発、エタノール無水化技術開発等を行った。また、ニチゾウ電子制

御㈱がＰＣＩ用ビデオキャプチャーボードおよび車番読取装置の開発等を行った。なお、当事業にかかる研究開発費は、248百万

円である。 

  

 なお、上記金額には消費税等は含まれていない。 



７【財政状態および経営成績の分析】 

 文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものである。 

  

(1）重要な会計方針および見積り 

 当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されている。この

連結財務諸表の作成に当たって、必要と思われる見積りは、合理的な基準に基づいて実施している。 

 詳細については、「第５ 経理の状況 １．(1）連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載

している。 

  

(2）当連結会計年度の経営成績の分析 

①概要 

 当社グループの経営成績は、公共投資の減少基調が続いたほか、激しい価格競争の長期化、素材価格の上昇等により、売

上高は前連結会計年度並みとなったが、営業利益、経常利益とも前連結会計年度に比べ増加し、経常利益は前連結会計年度

に比べ1,484百万円（244.5％）増加の2,091百万円となった。これに、特別利益として、固定資産売却益および関係会社株式

売却益等を計上する一方、特別損失として、従業員退職金制度の大幅な見直しによる退職給付制度終了損失および財務リス

ク一掃のため減損損失等の特別損失を計上したことにより、当期純損失は29,057百万円となった。業績の詳細については、

「第２ 事業の状況 １．(1）業績」に記載している。 

②流動資産 

 前連結会計年度末の209,438百万円から13,863百万円（6.6％）増加し、223,301百万円となった。これは、主に現金および

預金の増加によるものである。 

③固定資産 

 前連結会計年度末の207,016百万円から40,112百万円（19.4％）減少し、166,904百万円となった。これは、主に事業構造

の転換、財務体質の強化を図るために行った土地・建物等の売却による有形固定資産の減少によるものである。 

④負債 

 前連結会計年度末の361,364百万円から3,677百万円（1.0％）減少し、357,687百万円となった。これは、主に支払手形お

よび買掛金、借入金の減少によるものである。 

⑤資本 

 前連結会計年度末の44,448百万円から20,292百万円（45.7％）減少し、24,156百万円となった。これは、主に当期純損失

の計上によるものである。 

  

(3）経営成績に重要な影響を与える要因について 

 当社グループを取り巻く経営環境の中には、公共投資の抑制基調の長期化、価格競争の激化による受注価格の下落傾向の長

期化、素材価格の上昇等、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性のある要因がある。 

 当社グループでは、これら当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性がある要因の除去に努めており、万一影

響が生じる場合でも最小限で止まるようにあらゆる対応を行っている。 

 詳細は、「第２ 事業の状況 ４．事業等のリスク」に記載している。 



(4）資本の財源および資金の流動性に係る情報 

①キャッシュ・フロー 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に比べ3,059百万円少ない16,668百万円のキャッシュを得た。こ

れは、主に前受金の受取増加があったものの、仕入債務の増加額が減少したものである。 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の41,082百万円のキャッシュの使用から12,227百万円のキャッ

シュの獲得となった。これは、主に有形固定資産の売却による収入による。 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度の4,410百万円のキャッシュの使用から309百万円のキャッシュ

の獲得となった。これは、主に社債の発行を行ったことによる。 

 これらの活動の結果、当連結会計年度末の現金および現金同等物の残高は、前連結会計年度末の38,531百万円から29,792

百万円増加し、68,323百万円となった。 

②有利子負債 

 当連結会計年度末の有利子負債は前連結会計年度末の172,422百万円から153,968百万円となった。 

  

(5）戦略的現状と今後の方針 

 当社グループでは、現在、中期経営計画「Hitz-Innovation」の具体的展開策のもと、平成17年度において実施した抜本的な

構造改革の効果をあげ、中核事業である環境分野と伸長事業である精密・ＩＴ産業分野を中心に”ものづくりとエンジニアリ

ング力”を強化し、安定的な事業収益基盤を構築するべく鋭意取り組んでいる。 

 詳細は「第２ 事業の状況 ３．対処すべき課題」に記載している。 

  

  



第３【設備の状況】 

  

１【設備投資等の概要】 

 当連結会計年度、当社グループ（当社および連結子会社）では、事業伸長のための新規投資、生産性向上のための合理化投

資、老朽設備更新投資を中心に、全体で12,310百万円の設備投資を実施した。 

 事業の種類別セグメントごとの主要な設備投資の内容は次のとおりである。 

 環境装置・プラント部門では、当社においてプラント機器製造設備投資等を行ったほか、日立造船メカニカル㈱がターニング

ローラーの導入、大館エコマネジ㈱が廃棄物焼却処理施設の建設等を行った。なお、当部門における設備投資額は2,703百万円で

ある。 

 船舶・海洋部門では、当社において船舶修繕設備投資を行ったほか、内海造船㈱が進水装置の更新等を行った。なお、当部門

における設備投資額は1,949百万円である。 

 鉄構・建機・物流部門では、当社において、橋梁・水門等加工組立設備の合理化・更新、神奈川工場の土地整備等を行った。

なお、当部門における設備投資額は513百万円である。 

 機械・原動機部門では、当社において、産業機械製造設備整備を行ったほか、㈱エイチアンドエフが熊坂工場の増築、㈱日立

造船茨城発電所が発電設備の建設等を行った。なお、当部門における設備投資額は6,735百万円である。 

 その他部門では、当社において、研究所の開発設備投資等を行った。また、スラリー21㈱が製氷設備の新設等を行った。な

お、当部門における設備投資額は408百万円である。 

  

 なお、上記金額には消費税等は含まれていない。 



２【主要な設備の状況】 

 当社グループ（当社および連結子会社）における主要な設備は、以下のとおりである。 

(1）提出会社 

  

(2）国内子会社 

        平成18年３月31日現在

事業所名 
（所在地） 

事業の種類別セグ
メントの名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円）
従業
員数
（人） 

建物およ
び構築物 

機械装置
および運
搬具 

工具器具
備品 

土地
面積
(千㎡) 

合計 

本社部門 
（大阪市住之江区） 
注１． 

環境装置・プラン
ト、鉄構・建機・
物流、機械・原動
機、その他 

その他 
設備 

10,630 2,389 453 26,524 348 39,998 1,801

神奈川工場 
（川崎市川崎区） 

鉄構・建機・物流
鉄構製品 
製造設備 

2,119 381 19 4,758 101 7,279 15

因島工場 
（広島県尾道市） 

船舶・海洋 
船舶修繕 
設備 

1,884 768 8 8,589 435 11,250 2

向島工場 
（広島県尾道市）注２． 

鉄構・建機・物流
鉄構製品 
製造設備 

23 283 28 3,570
120 
[100] 

3,906 72

堺工場 
（堺市西区） 

鉄構・建機・物流
鉄構製品 
製造設備 

3,018 1,076 38 6,743 216 10,877 138

有明機械工場 
（熊本県玉名郡長洲町） 

機械・原動機 
内燃機関 
製造設備 

2,636 1,608 82 4,306 506 8,633 3

茨城工場 
（茨城県常陸大宮市） 

機械・原動機 その他設備 431 5 4 2,121 111 2,562 3

            平成18年３月31日現在

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円）
従業
員数 
（人） 建物およ

び構築物 

機械装置
および運
搬具 

工具器具
備品 

土地
面積 
(千㎡) 

合計 

㈱ニチゾウテ
ック 

本社部門 
（大阪市大正区） 

環境装置・
プラント 

計測・検
査設備等 

348 77 20 915 1 1,360 116

アタカ工業㈱ 
環境研究所 
（京都府相楽郡木
津町） 

環境装置・
プラント 

その他 
設備 

343 38 6 1,146 7 1,534 14

㈱アイメック
ス 

本社工場 
（広島県尾道市） 

環境装置・
プラント、
機械・原動
機 

産業機
械・環境
装置製造
設備 

401 528 58 1,611 47 2,599 350

㈱エイチアン
ドエフ 

本社工場等 
（福井県あわら
市） 

機械・原動
機 

プレス機
械製造設
備等 

1,326 843 70 931 131 3,172 348

㈱日立造船茨
城発電所 

本社事業所 
（茨城県常陸大宮
市） 

機械・原動
機 

発電設備 2,504 4,145 40 － － 6,689 34



(3）在外子会社 

 特記すべき主要な設備はない。 

  

 （注）１．舞鶴工場、支社、営業所、出張所、海外事務所、技術研究所、築港地区を含む。 

２．建物および構築物ならびに土地を連結会社以外から賃借している。［ ］書きは賃借している土地の面積で、外数であ

る。 

３．帳簿価額には、建設仮勘定を含んでいない。また、金額には消費税等は含まれていない。 

  

３【設備の新設、除却等の計画】 

 当社グループ（当社および連結子会社）の設備投資については、伸長分野の事業拡大および収益力向上のための設備投資を重

点に計画し、実際の受注動向、財務状況を勘案しながら計画・実施することとしている。 

 平成18年３月31日現在の重要な設備の新設、改修等に係る投資予定額は4,000百万円であり、自己資金と一部借入金でまかなう

予定である。 

 主要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりである。 

(1）新設、改修 

 （注） 金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2）除却、売却 

 該当事項はない。 

  

  

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別セ
グメントの名称 

区分 設備の内容

投資予定金額 着手・完了予定 

総額
（百万円）

既支出額
（百万円）

着手年月 完了年月 

日立造船㈱ 
有明機械工
場 

熊本県 
玉名郡 
長洲町 

環境装置・プラ
ント 

新設 プラント機器製造設備 1,060 － 平成18年４月 平成19年３月

日立造船㈱
因島工場 

広島県 
尾道市 

船舶・海洋 新設・改修 船舶建造修繕設備 390 － 平成17年９月 平成18年９月

日立造船㈱
築港地区 

大阪市 
大正区 

機械・原動機 新設 精密機械製造・開発設備 70 － 平成18年４月 平成19年３月

日立造船㈱
有明機械工
場 

熊本県 
玉名郡 
長洲町 

機械・原動機 新設・改修 内燃機関製造運転設備 40 － 平成18年４月 平成19年３月

日立造船㈱
向島工場 

広島県 
尾道市 

鉄構・建機 新設・改修 鉄構製品製造設備 40 － 平成18年４月 平成19年３月

日立造船㈱ 
本社部門 

大阪市 
住之江区 

その他 新設・改修 増産・合理化設備他 875 － 平成18年４月 平成19年３月

㈱エイチア
ンドエフ 
本社工場 

福井県 
あわら市 

機械・原動機 新設 ＮＣ床上型横中繰り盤 400 89 平成17年12月 平成19年６月



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】 

  

②【発行済株式】 

 （注）１．提出日現在の発行数には、平成18年６月１日から当該有価証券報告書提出日現在までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれていない。 

２．名古屋証券取引所は平成17年４月８日、福岡証券取引所は平成17年４月９日、札幌証券取引所は平成17年４月10日に上

場を廃止している。 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。 

 平成18年２月28日および平成18年３月９日取締役会決議 

 第５回無担保転換社債型新株予約権付社債 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 2,000,000,000 

計 2,000,000,000 

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30日）

上場証券取引所名または登
録証券業協会名 

内容 

普通株式 560,330,834 595,316,256
東京・大阪
（以上市場第一部） 
の２証券取引所 

－ 

計 560,330,834 595,316,256 － － 

  
事業年度末現在

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権付社債の残高（百万円） 30,000 24,000 

新株予約権の数（個） 300 240 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 174,927,113 160,000,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき     171.5 １株につき     150.0 

新株予約権の行使期間 
平成18年４月１日から
平成20年３月26日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場
合の株式の発行価格および資本組入額
（円）（注） 

発行価格  １株につき171.5
資本組入額 １株につき 86.0 

発行価格  １株につき150.0 
 資本組入額 １株につき 75.0 

新株予約権の行使の条件 

提出会社が本社債につき期限の利
益を喪失した場合には、以降本新
株予約権の行使はできない。 
本新株予約権の一部行使はできな
い。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

本新株予約権は転換社債型新株予
約権付社債に付されたものであ
り、本社債からの分離譲渡はでき
ない。 

同左 



 （注） 本新株予約権の行使により株式を発行する場合の当社普通株式１株の発行価格は、行使請求に係る本社債の発行価額の総

額を交付株式数で除した金額とし、同発行価額中当社普通株式１株の資本組入額は、当社普通株式１株の発行価格に0.5を

乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げた額とする。 

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 （注）１．㈱エイチイーシーとの合併（合併比率１：4.4）による増加 

２．株式の併合（普通株式２株を１株）による減少および欠損金を填補するための無償減資（払戻しを行わない資本の減

少）による減少 

３．欠損金の填補のための減少 

４．新株予約権の行使による増加 

５．平成18年４月１日から平成18年５月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が34,985千株、資本金

が3,008百万円および資本準備金が2,991百万円増加している。 

  

(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式888,898株は、「個人その他」の欄に1,777単元および「単元未満株式の状況」の欄に398株を含めて記載してい

る。 

なお、自己株式888,898株は株主名簿上の株式数であり、平成18年３月31日現在の実質的な所有株式数は881,898株であ

る。 

２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、288単元含まれている。 

  

年月日 
発行済株式総
数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成14年10月１日 
（注）１ 

6,286 1,008,439 316 50,611 － 9,061

平成15年２月20日 
（注）２ 

△504,219 504,219 △25,305 25,305 － 9,061

平成15年６月27日 
（注）３ 

－ 504,219 － 25,305 △8,762 299

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 
（注）４ 

56,111 560,330 5,050 30,355 5,050 5,349

    平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数500株）
単元未満株
式の状況 
（株） 

政府および
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） １ 82 94 694 154 33 105,608 106,666 － 

所有株式数
（単元） 

110 270,277 52,661 71,521 93,631 93 622,968 1,111,261 4,700,334

所有株式数の
割合（％） 

0.01 24.32 4.74 6.44 8.42 0.01 56.06 100 － 



(5）【大株主の状況】 

 （注）１．ゴールドマンサックスジャパンリミテッドおよびその共同保有者であるゴールドマンサックスインターナショナル、

ゴールドマンサックスアンドカンパニー、ゴールドマンサックスヘッジファンドストラテジーズエルエルシーから、平

成18年３月14日付の変更報告書の写しの送付があり、平成18年２月28日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有してい

る旨の報告を受けているが、当社として当事業年度末の実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況には

反映させていない。 

    平成18年３月31日現在

氏名または名称 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（％） 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 24,749 4.41 

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 17,599 3.14 

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26－１ 13,000 2.32 

日本トラスティ・サービス信
託銀行株式会社（信託口） 

東京都中央区晴海１丁目８－11 12,117 2.16 

日本マスタートラスト信託銀
行株式会社（信託口） 

東京都港区浜松町２丁目11－３ 10,808 1.92 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 8,515 1.51 

モルガンスタンレーアンドカ
ンパニーインク 
(常任代理人 モルガン・ス
タンレー証券会社東京支店) 

1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 
10036,U.S.A 
（東京都渋谷区恵比寿４丁目20－３） 

6,150 1.09 

バンクオブニューヨークジー
シーエムクライアントアカウ
ンツイーアイエスジー 
（常任代理人 株式会社三菱
東京ＵＦＪ銀行） 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 
LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 
  
（東京都千代田区丸の内２丁目７－１） 

6,060 1.08 

株式会社日立製作所 
（常任代理人 資産管理サー
ビス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内１丁目６－６
（東京都中央区晴海１丁目８－12） 
  

5,900 1.05 

東京海上日動火災保険株式会
社 

東京都千代田区丸の内１丁目２－１ 5,427 0.96 

計   110,328 19.68 

氏名または名称 住所
保有株券等の数
（株） 

株券保有割合
（％） 

ゴールドマンサックスジャパンリ

ミテッド 

英国領バージン・アイランド、トルトラ、

ロード・タウン、ロマスコ・プレイス、ウ

イックハムズ・ケイ１、私書箱3140 

4,053,500 0.78 

ゴールドマンサックスインターナ

ショナル 

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 

LONDON EC4A 2BB,UNITED KINGDOM 

8,143,200 1.57 

ゴールドマンサックスアンドカン

パニー 

85 BROAD STREET NEW YORK NEW YORK 

10004,U.S.A. 

2,420,500 0.47 

ゴールドマンサックスヘッジファ

ンドストラテジーズエルエルシー 

701 MOUNT LUCAS ROAD PRINCETON 

NJ08540,U.S.A. 

1,496,500 0.29 



    ２．野村證券株式会社およびその共同保有者であるノムラインターナショナルPLC、ノムラセキュリティーズ（バミューダ）

LTD、ノムラセキュリティーズインターナショナルInc、ノムラホールディングアメリカInc、野村アセットマネジメント

株式会社から、平成18年４月４日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成18年３月28日現在でそれぞれ以下のと

おり株式を保有している旨の報告を受けているが、当社として当事業年度末の実質所有株式数の確認ができないので、

上記株主の状況には反映させていない。 

  

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式144,000株が含まれている。また、「議決権の数」

欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数288個が含まれている。 

  

氏名または名称 住所
保有株券等の数
（株） 

株券保有割合
（％） 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９－１ 1,602,246 0.29 

ノムラインターナショナルPLC NOMURA HOUSE 1 St.MARTIN'S -le GRAND 

LONDON EC1A 4NP,UNITED KINGDOM 

453,500 0.08 

ノムラセキュリティーズ（バミュ

ーダ）LTD 

CHESNEY HOUSE 96 PITTS BAY ROAD 

PEMBROKE HM08,BERMUDA 

0 0.00 

ノムラセキュリティーズインター

ナショナルInc 

2 WORLD FINANCIAL CENTER BUILDING B NEW 

YORK NEW YORK 10281-1198,U.S.A. 

243,000 0.04 

ノムラホールディングアメリカInc 2 WORLD FINANCIAL CENTER BUILDING B NEW 

YORK NEW YORK 10281-1198,U.S.A. 

243,000 0.04 

野村アセットマネジメント株式会

社 

東京都中央区日本橋１丁目12－１ 4,669,000 0.83 

    平成18年３月31日現在

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） 普通株式   881,500 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 554,749,000 1,109,498 － 

単元未満株式 普通株式  4,700,334 － － 

発行済株式総数 560,330,834 － － 

総株主の議決権 － 1,109,498 － 



②【自己株式等】 

 （注） 株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が7,000株（議決権の数14個）ある。なお、当該株式

数は上記「① 発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含めている。 

  

(7）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はない。 

  

  

    平成18年３月31日現在

所有者の氏名または
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（％） 

日立造船株式会社 
大阪市住之江区南港
北１丁目７－89 

881,500 － 881,500 0.16 

計 － 881,500 － 881,500 0.16 



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】 

【株式の種類】普通株式 

イ【定時総会決議による買受けの状況】 

 該当事項はない。 

  

ロ【子会社からの買受けの状況】 

 該当事項はない。 

  

ハ【取締役会決議による買受けの状況】 

 該当事項はない。 

  

ニ【取得自己株式の処理状況】 

 該当事項はない。 

  

ホ【自己株式の保有状況】 

 該当事項はない。 

  

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】 

 該当事項はない。 

 なお、平成18年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当会社は、会社法第165条第２項の規定に

基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨を定款に定めている。 

  



(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】 

【株式の種類】普通株式 

 該当事項はない。 

  

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】 

 該当事項はない。 

  

３【配当政策】 

 当社は、株主に対する利益配分を充実させるため、業績に見合った配当を継続的かつ安定的に実施するとともに、将来の事業

展開に必要な内部留保の充実にも努めていくことを基本方針としており、内部留保資金は、設備投資、研究開発投資等に活用

し、経営基盤の強化と事業の開発・拡充を図ることとしている。 

 当期は、今後の経営基盤の強化・拡充を図りつつ、安定的な配当を継続して実施するためには、配当財源は必ずしも十分な状

況ではないため、中間配当を見送ることとしたが、期末配当についても、受注競争激化による受注価格の下落、素材価格の上

昇、為替変動の影響等、および、退職給付制度終了損失、減損損失等を特別損失に計上したことにより、大幅な当期純損失を計

上したため、引き続き無配とした。 

 今後は、安定した事業収益基盤を構築し、業績の回復・向上を図ることで、１日でも早い復配を目指して鋭意努力していく。 

  

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）１．最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

２．平成15年２月20日に普通株式２株を１株に併合しており、※は併合後の株価を示している。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

  

回次 第105期 第106期 第107期 第108期 第109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） 131 
90 
※67 

265 242 273 

最低（円） 55 
19 
※51 

55 145 138 

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） 204 214 271 273 235 197 

最低（円） 179 186 198 208 184 162 



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） 

取締役会長   安藤 重寿 昭和17年３月30日生

昭和39年４月 株式会社三和銀行入行 

平成２年６月 同行取締役 

平成５年12月 同行常務取締役 

平成８年６月 同行専務取締役 

平成11年６月 東洋興業株式会社顧問 

平成11年７月 同社取締役社長 

平成13年４月 同社取締役社長 

兼日本信販株式会社顧問 

平成13年６月 日本信販株式会社顧問 

平成13年６月 同社取締役副社長 

平成14年11月 同社取締役会長 

平成16年６月 当社取締役会長（現在） 

31 

代表取締役 
取締役社長 

  古川 実 昭和18年６月13日生

昭和41年４月 当社入社 

平成10年６月 取締役 

平成11年６月 執行役員 

平成12年４月 経営企画部経理・財務グループ

長 

平成13年６月 専務取締役 

平成13年６月 業務管理統轄 

平成15年６月 社長補佐（総務、人事、経理、

資材管掌） 

平成16年６月 社長補佐（経営企画、総務、人

事、経理、資材、関連企業管

掌） 

平成17年４月 取締役社長（現在） 

92 

常務取締役 

エンジニアリン
グ本部長兼品質
保証部、環境・
安全部担当 

村川 忠夫 昭和20年５月２日生

昭和43年４月 当社入社 

平成13年４月 環境・プラント事業本部副事業

本部長＜開発・設計＞兼システ

ム本部長 

平成13年６月 執行役員 

平成15年４月 環境事業本部副事業本部長＜開

発・設計＞兼システム本部長 

平成15年６月 環境・鉄構事業本部副事業本部

長＜環境開発・設計＞兼システ

ム本部長 

平成16年６月 常務取締役（現在） 

平成16年６月 技術本部長 

平成16年９月 技術本部長兼情報システム担当 

平成17年12月 エンジニアリング本部長 

平成18年４月 エンジニアリング本部長兼品質

保証部、環境・安全部担当（現

在） 

17 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

常務取締役 

営業本部長兼建
機統括部、産業
機器統括部、有
明機械工場担当 

安西浩一郎 昭和20年２月14日生

昭和43年４月 当社入社 

平成10年４月 機械事業本部営業本部長 

平成13年６月 執行役員 

平成13年６月 機械事業本部営業本部長兼輸出

推進室長 

平成15年４月 機械・エンジニアリング事業本

部営業本部長兼輸出推進室長 

平成15年６月 機械・エンジニアリング事業本

部営業本部長兼輸出戦略室長 

平成16年３月 常務執行役員 

平成16年３月 機械・エンジニアリング事業本

部営業本部長兼輸出戦略室長兼

欧米事業担当 

平成16年６月 機械・エンジニアリング事業本

部副事業本部長〈営業〉兼営業

本部長兼輸出戦略室長兼欧米事

業担当 

平成16年９月 エネルギー・プラント事業本部

長兼輸出推進担当兼欧米事業担

当 

平成17年４月 エネルギー・プラント事業本部

長兼輸出推進担当 

平成17年12月 営業本部長 

平成18年６月 常務取締役（現在） 

平成18年６月 営業本部長兼建機統括部、産業

機器統括部、有明機械工場担当

（現在） 

12 

取 締 役 

アフターサービ
ス本部長兼調達
部、技術統括部
担当 

藤井 基弘 昭和20年11月22日生

昭和44年４月 当社入社 

平成11年４月 機械事業本部エンジニアリング

事業部長 

平成13年６月 執行役員 

平成15年４月 機械・エンジニアリング事業本

部エネルギー・プラント事業部

長 

平成16年９月 環境事業本部副事業本部長〈建

設・アフターサービス〉兼建設

統括本部長、環境・安全担当部

長 

平成17年12月 アフターサービス本部長兼技術

統括部担当 

平成18年６月 取締役（現在） 

平成18年６月 アフターサービス本部長兼調達

部、技術統括部担当（現在） 

18 



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
兼法務・知財部
担当 

神谷 明文 昭和22年２月７日生

昭和44年４月 当社入社 

平成13年６月 総務部長 

平成13年11月 総務部長兼秘書室長 

平成15年６月 執行役員 

平成16年６月 総務部長兼秘書室長兼東京総務

部長 

平成17年４月 総務部、人事部担当兼総務部長

兼秘書室長兼東京総務部長 

平成17年５月 総務部、東京総務部、人事部担

当兼総務部長兼秘書室長兼東京

総務部長 

平成17年12月 総務・人事部長兼法務・知財部

担当（現在） 

平成18年６月 取締役（現在） 

20 

取 締 役 
事業・製品開発
センター長 

古寺 雅晴 昭和21年１月１日生

昭和45年４月 当社入社 

平成12年６月 技術研究所環境・プラント技術

研究センター長 

平成14年４月 技術本部技術研究所製品・シス

テムセンター長 

平成16年４月 技術本部技術研究所長 

平成16年６月 執行役員 

平成17年12月 事業・製品開発センター長（現

在） 

平成18年６月 取締役（現在） 

11 

取 締 役 
経営企画部長兼
関連企業部、経
理部担当 

小川 泰雄 昭和22年５月13日生

昭和45年４月 当社入社 

平成９年６月 機械事業本部管理部長 

平成13年６月 関連企業部長 

平成15年６月 グループ企業部副部長 

平成16年６月 関連企業部長 

平成17年４月 執行役員 

平成17年５月 経営企画部長兼ＩＲ室長 

平成17年12月 経営企画部長 

平成18年６月 経営企画部長兼経理部担当 

平成18年６月 取締役（現在） 

平成18年６月 経営企画部長兼関連企業部、経

理部担当（現在） 

21 

取 締 役   速形 雄一 昭和18年８月26日生

昭和42年４月 当社入社 

昭和62年７月 株式会社ニチゾウテック大阪事

業部営業部長 

平成２年７月 同社技術本部営業部長 

平成９年６月 同社九州事業部長 

平成11年６月 同社取締役技術コンサルティン

グ本部長 

平成14年６月 同社取締役社長（現在） 

平成18年６月 当社取締役（現在） 

10 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

取 締 役   松分 久雄 昭和24年７月16日生

昭和47年４月 当社入社 

平成３年４月 船舶・防衛事業本部有明工場陸

機部製造課長 

平成７年１月 日立造船メカニカル株式会社取

締役 

平成８年４月 同社取締役社長（現在） 

平成18年６月 当社取締役（現在） 

10 

常勤監査役   宮坂 洋光 昭和16年11月24日生

昭和41年４月 当社入社 

平成８年６月 取締役 

平成10年４月 営業企画室長兼国際業務室担当 

平成11年４月 営業企画部長 

平成11年６月 執行役員 

平成11年６月 営業企画部長兼輸出営業担当 

平成11年10月 船舶・防衛事業本部事業本部長

補佐 

平成12年４月 日立造船ヨーロッパ社社長 

平成14年４月 日立造船ヨーロッパ社社長兼

HitzホールディングスU.S.A.社

社長 

平成14年６月 当社常務執行役員 

平成14年６月 当社海外戦略室長兼日立造船ヨ

ーロッパ社社長兼Hitzホールデ

ィングスU.S.A.社社長 

平成15年６月 当社海外戦略室長 

平成15年６月 当社常勤監査役（現在） 

60 

監査役   神野  榮 昭和22年６月18日生

昭和46年４月 関西電力株式会社入社 

平成11年６月 同社副支配人経営改革推進室プ

ロジェクトマネジャー、グルー

プ経営推進部長 

平成12年６月 同社副支配人グループ経営推進

室総括グループチーフマネジャ

ー 

平成13年６月 同社支配人グループ経営推進室

長 

平成15年６月 同社常務取締役（現在） 

平成17年６月 当社監査役（現在） 

－ 

監査役   伴 純之介 昭和18年６月15日生

昭和53年４月 弁護士登録 

昭和60年７月 伴法律事務所開設（現在） 

平成18年６月 当社監査役（現在） 

－ 

監査役   島内 忠雄 昭和16年４月21日生

昭和39年４月 当社入社 

平成６年３月 機械事業本部管理部長兼桜島工

場総務部長 

平成９年６月 株式会社アイメックス取締役 

平成12年６月 同社常務取締役 

平成15年６月 日立造船富岡機械株式会社常勤

監査役 

平成18年２月 同社常勤監査役退任（同社清算

結了） 

平成18年６月 当社監査役（現在） 

－ 



 （注）１．監査役 神野 榮および監査役 伴純之介は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 

２．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役１名を選出

している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。 

  

氏名 生年月日 略歴
所有株式数 
（千株） 

山田 俊介 昭和25年１月29日生 

昭和53年４月 弁護士登録 

昭和58年９月 山田俊介法律事務所開設 

平成４年１月 ふじ総合法律事務所（現ふじ総合法

律会計事務所）共同開設（現在） 

－ 



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、企業の健全性、透明性、効率性を確保し、企業価値の増大を図るとともに、良き企業市民として社会と共生してい

くため、コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の重要な課題の一つであると認識し、コーポレート・ガバナンスが有効に

機能する体制づくりを進めている。 

 当社は、事業構造の転換を推進する中での当社の事業持株会社化に伴い、連結子会社の経営トップが当社取締役を兼任する

ことにより、グループ経営のもとでのガバナンス機能、監督機能の強化を図っている。 

(2）会社の機関の内容ならびに内部統制システムの整備の状況 

①会社の機関の基本説明 

 当社は監査役制度を採用しており、取締役会は、取締役10名で構成され、法令で定められた事項のほか業務執行、経営の基

本方針をはじめとする重要事項の決定ならびに業務執行の監督を行っている。また、執行責任をもつ部門長を兼ねる取締役か

らなる経営戦略会議を設置し、経営に関する基本戦略・重要事項について審議を尽くし、的確な経営判断ができる体制をとっ

ている。さらに、特に重要な事項は経営戦略会議で事前審議のうえ、取締役会において決定することとしている。 

 また、当社は内部統制システムの整備と更なる強化を図るため、会社法等に基づき、平成18年５月開催の取締役会の決議に

より「内部統制基本方針」を制定し、コーポレートガバナンスの実効性を高め、企業価値の向上を図っている。 

 監査役会は、監査役４名（うち社外監査役２名）で構成され、監査役は、取締役会のほか、経営戦略会議をはじめとする社

内の重要会議に出席するなど、取締役等の業務執行を十分に監査できる体制をとっており、当社の経営に対して中立・客観的

な立場で監査を行っている。 

 また、監査役に加えて、内部監査担当部門である監査室を設置し、内部監査規程に基づき、当社グループの経営活動全般に

ついて、会計、業務管理・手続、事業リスク、コンプライアンス等に関する内部監査を継続して実施し、業務改善に向けた具

体的な助言等を行うとともに、適宜、監査役ととも情報交換を行うことで、内部統制機能の向上を図っている。 

 このほかに、法令遵守をはじめとするコンプライアンスの強化を図るため、コンプライアンス委員会（委員長：代表取締

役）を設置し、本委員会のもと、企業活動全般にわたって、定期的に法令・企業倫理面からのチェックを行っている。 



②会社の機関・内部統制の関係 

 



③会社の機関の内容ならびに内部統制システムの整備状況 

 取締役会は、毎月１回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の決定ならびに業務執行の監

督を行っている。また、内部統制システムの整備に関する基本方針を決定するとともに、基本方針に基づく内部統制の実施状

況を監督し、必要に応じて、基本方針の見直しを行う。 

 経営戦略会議は、毎月２回程度開催し、経営に関する基本戦略・重要事実について審議を行っている。 

 各監査役は、取締役会に常時出席するなどして、取締役の業務執行を監督するとともに、監査役会を開催し、各監査役の監

査意見の集約を図っている。また、内部統制システムの整備状況、運営状況を監視・検証し、必要に応じて取締役に助言、勧

告等の意見の表明その他必要な措置を講じる。 

 監査室では、定期的に内部監査を行い、会計、業務管理・手続、事業リスク、コンプライアンス等に関する内部監査を継続

して実施している。 

 コンプライアンス委員会では、法令遵守をはじめとするコンプライアンス体制の強化を図っている。また、役職員が遵守す

べき倫理行動指針をまとめた「Hitz倫理行動憲章」を役職員全員に配布し、啓蒙・教育することにより、コンプライアンス意

識の向上、企業倫理遵守の徹底を図るとともに、社外の独立した監視部門への相談・通報を可能とする内部通報制度を設置

し、法令違反行為等を予防・早期発見し、迅速かつ効果的な対応を図っている。 

④内部監査および監査役監査の状況 

 監査役は、監査方針および監査計画に基づき、取締役会に常時出席しているほか、重要会議にも出席するなどして、取締役

の業務執行を監査するとともに、監査役事務局を通じて当社グループの経営活動全般についての監査を行っている。 

 監査室は、内部監査規程に基づき、当社グループの経営活動全般について、会計、業務管理・手続、事業リスク、コンプラ

イアンス等に関する内部監査を実施し、業務改善に向けた具体的な助言を行うとともに、適宜、監査役とも情報交換を行い、

それぞれの監査結果等の情報を共有するなど、内部統制機能の向上に努めている。 

⑤会計監査の状況 

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、園木 宏、日根野谷正人であり、あずさ監査法人に所属している。当社の会

計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、会計士補５名である。 

⑥社外監査役との関係 

 当社と社外監査役神野 榮および伴純之介との間には特別の利害関係はない。 

 なお、当社と社外監査役伴純之介とは、顧問弁護士契約を締結している。 

(3）リスク管理体制の整備の状況 

 大型受注案件のリスクについては、当社経営企画部の中にリスク管理グループを設け、受注案件の技術・商務条件等につい

てのリスク管理を実施するとともに、リスク検討会を開催し、専門部署による様々な角度からのリスク検討、リスク提言を

図ったうえで、受注を決定している。また、受注後のモニタリング体制強化のために、プロジェクト管理室を設置し、採算面

における目標と実績の乖離の極小化を図っている。 

(4）役員報酬の内容 

取締役報酬      128百万円 

監査役報酬       40百万円 

  計        168百万円 

(5）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  31百万円 

上記以外の業務に基づく報酬              2百万円 

  計                        33百万円 



第５【経理の状況】 

  

１．連結財務諸表および財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結

財務諸表規則」という。）に基づいて作成している。 

  

(2）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いる。 

  

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、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）および前事

業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）ならびに当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日ま

で）および当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸表および財務諸表について、あずさ監査法

人により監査を受けている。 

  

  



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

   
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ．流動資産    

１．現金および預金 (注１)  39,322 69,010 

２．受取手形および売掛金 (注４)  104,433 105,878 

３．有価証券   163 285 

４．たな卸資産   43,830 34,809 

５．繰延税金資産   4,866 3,028 

６．その他 (注１)  17,660 11,599 

貸倒引当金   △837 △1,310 

流動資産合計   209,438 50.3 223,301 57.2

Ⅱ．固定資産    

(1）有形固定資産    

１．建物および構築物 (注１) 71,552 57,072  

減価償却累計額  △33,847 37,705 △28,820 28,252 

２．機械装置および運搬
具 

(注１) 66,625 58,937  

減価償却累計額  △50,848 15,776 △44,144 14,792 

３．工具器具備品  14,426 10,948  

減価償却累計額  △11,672 2,753 △9,000 1,947 

４．土地 
(注1、 
5) 

 78,110 64,059 

５．建設仮勘定   6,862 8,770 

有形固定資産計   141,208 117,823 



   
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

(2）無形固定資産    

１．営業権   240 － 

２．ソフトウェア   2,614 1,037 

３．連結調整勘定   183 88 

４．特許権その他の無形
固定資産 

  1,590 1,495 

無形固定資産計   4,628 2,621 

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券 
(注1、 
2) 

 46,092 39,110 

２．長期貸付金 (注１)  4,567 4,082 

３．繰延税金資産   6,355 944 

４．その他 (注１)  10,539 9,152 

貸倒引当金   △6,374 △6,830 

投資その他の資産計   61,180 46,459 

固定資産合計   207,016 49.7 166,904 42.8

資産合計   416,455 100.0 390,205 100.0

     

（負債の部）    

Ⅰ．流動負債    

１．支払手形および買掛金   80,660 73,777 

２．短期借入金 (注１)  93,903 74,698 

３．１年以内に償還予定の
社債 

  82 700 

４．未払費用   45,289 45,482 

５．未払法人税等   1,017 1,677 

６．前受金   23,138 31,947 

７．保証工事引当金   2,079 1,881 

８．工事損失引当金   － 2,210 

９．その他   18,946 16,150 

流動負債合計   265,117 63.7 248,525 63.7



  

  

   
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅱ．固定負債    

１．社債   10,452 31,700 

２．長期借入金 (注１)  67,984 46,870 

３．再評価に係る繰延税金
負債 

(注５)  1,032 － 

４．退職給付引当金   11,901 25,561 

５．その他   4,875 5,030 

固定負債合計   96,247 23.1 109,162 28.0

負債合計   361,364 86.8 357,687 91.7

     

（少数株主持分）    

少数株主持分   10,643 2.5 8,361 2.1

     

（資本の部）    

Ⅰ．資本金 (注６)  25,305 6.1 30,355 7.8

Ⅱ．資本剰余金   300 0.1 5,376 1.3

Ⅲ．利益剰余金   17,126 4.1 △11,992 △3.1

Ⅳ．土地再評価差額金 (注５)  394 0.1 △148 △0.0

Ⅴ．その他有価証券評価差額
金 

  1,490 0.3 825 0.2

Ⅵ．為替換算調整勘定   △75 △0.0 △151 △0.0

Ⅶ．自己株式 (注７)  △93 △0.0 △108 △0.0

資本合計   44,448 10.7 24,156 6.2

負債、少数株主持分およ
び資本合計 

  416,455 100.0 390,205 100.0

     



②【連結損益計算書】 

   
前連結会計年度

（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ．売上高   337,680 100.0 333,881 100.0

Ⅱ．売上原価   300,578 89.0 300,787 90.1

売上総利益   37,101 11.0 33,094 9.9

Ⅲ．販売費および一般管理費 (注１)   

１．販売費  3,913 3,457  

２．給料手当  15,907 14,356  

３．賃借料  2,477 2,136  

４．旅費交通費  1,964 1,744  

５．試験研究費  4,106 3,065  

６．その他  5,996 34,365 10.2 5,566 30,327 9.1

営業利益   2,735 0.8 2,766 0.8

Ⅳ．営業外収益    

１．受取利息  191 178  

２．受取配当金  222 1,095  

３．持分法による投資利益  1,992 134  

４．投資有価証券売却益  994 2,750  

５．その他  581 3,982 1.2 936 5,096 1.5

Ⅴ．営業外費用    

１．支払利息  3,736 3,274  

２．為替差損  35 532  

３．その他  2,338 6,110 1.8 1,963 5,770 1.7

経常利益   607 0.2 2,091 0.6

Ⅵ．特別利益    

１．固定資産売却益 (注２) － 8,509  

２．関係会社株式売却益 (注３) 432 5,472  

３．国庫補助金受入額 (注４) － 484  

４．持分法による投資利益 (注５) 4,338 4,771 1.4 － 14,466 4.4

     



  

  

   
前連結会計年度

（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅶ．特別損失    

１．退職給付制度終了損失 (注６) － 15,459  

２．減損損失 (注７) － 13,487  

３．固定資産処分損 (注８) 1,225 2,100  

４．貸倒引当金繰入額 (注９) － 1,494  

５．課徴金および違約金 (注10) － 923  

６．石綿疾病補償金 (注11) － 436  

７．投資有価証券評価損 (注12) － 129  

８．関係会社整理損失 (注13) 647 1,873 0.6 － 34,029 10.2

税金等調整前当期純損
失 

  － － 17,471 5.2

税金等調整前当期純利
益 

  3,505 1.0 － －

法人税、住民税および
事業税 

 1,291 3,006  

法人税等調整額  1,134 2,426 0.7 6,764 9,771 2.9

少数株主利益   30 0.0 1,814 0.6

当期純損失   － － 29,057 8.7

当期純利益   1,048 0.3 － －

     



③【連結剰余金計算書】 

  

  

   
前連結会計年度

（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ．資本剰余金期首残高  299 300 

Ⅱ．資本剰余金増加高  

１．新株予約権の行使によ
る新株の発行 

 － 5,050

２．自己株式処分差益  0 0 26 5,076 

Ⅲ．資本剰余金期末残高  300 5,376 

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ．利益剰余金期首残高  15,848 17,126 

Ⅱ．利益剰余金増加高  

１．当期純利益  1,048 －

２．連結子会社の増加によ
る利益剰余金の増加高 

 － 56

３．非連結子会社との合併
による利益剰余金の増
加高 

 479 1,527 － 56 

Ⅲ．利益剰余金減少高  

１．当期純損失  － 29,057

２．役員賞与  99 102

３．非連結子会社との合併
による利益剰余金の減
少高 

 － 16

４．連結子会社の増加によ
る利益剰余金の減少高 

 147 －

５．土地再評価差額金取崩
高 

 2 249 － 29,175 

Ⅳ．利益剰余金期末残高  17,126 △11,992 

   



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前連結会計年度

（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ．営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

税金等調整前当期純損
失 

 － △17,471 

税金等調整前当期純利
益 

 3,505 － 

減価償却費  7,859 8,321 

減損損失  － 13,487 

貸倒引当金の増加・減
少（△）額 

 178 1,193 

退職給付引当金の増
加・減少（△）額 

 2,880 16,162 

工事損失引当金の増
加・減少（△）額 

 － 2,210 

受取利息および受取配
当金 

 △414 △1,274 

支払利息  3,736 3,274 

持分法による投資損益  △6,331 △134 

固定資産売却益  － △8,509 

関係会社株式売却損益  △432 △5,472 

投資有価証券売却損益  － △2,750 

投資有価証券評価損益  69 129 

固定資産処分損  1,225 2,100 

国庫補助金受入額  － △484 

関係会社整理損失  647 － 

売上債権の減少・増加
（△）額 

 △6,447 △8,096 

たな卸資産の減少・増
加（△）額 

 1,072 △4,567 

その他流動資産の減
少・増加（△）額 

 △4,088 4,226 

仕入債務の増加・減少
（△）額 

 10,484 925 



   
前連結会計年度

（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

未払費用の増加・減少
（△）額 

 7,104 1,632 

前受金の増加・減少
（△）額 

 △530 16,670 

その他流動負債の増
加・減少（△）額 

 3,513 △1,245 

その他  △331 △101 

小計  23,700 20,225 

利息および配当金の受
取額 

 1,689 2,018 

利息の支払額  △3,782 △3,299 

法人税等の支払額  △1,879 △2,276 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 19,727 16,668 

Ⅱ．投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

有価証券の取得による
支出 

 △269 △2 

有価証券の売却による
収入 

 749 3 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △47,999 △12,310 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 3,305 13,230 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △1,497 △1,682 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △1,221 △440 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 3,538 7,671 

連結の範囲の変更を伴
う子会社株式の売却に
よる収入 

 982 4,910 

国庫補助金受入額  － 484 

その他  1,329 363 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △41,082 12,227 



  

  

  次へ 

   
前連結会計年度

（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ．財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 

短期借入金の純減少額  △14,363 △11,015 

長期借入れによる収入  50,204 16,789 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △30,237 △37,203 

社債の発行による収入  10,250 32,300 

社債の償還による支出  △20,016 △282 

その他  △248 △279 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △4,410 309 

Ⅳ．現金および現金同等物に
係る換算差額 

 16 35 

Ⅴ．現金および現金同等物の
増加・減少（△）額 

 △25,747 29,240 

Ⅵ．現金および現金同等物の
期首残高 

 63,656 38,531 

Ⅶ．新規連結子会社の現金お
よび現金同等物の期首残
高 

 622 551 

Ⅷ．現金および現金同等物の
期末残高 

(注１) 38,531 68,323 

   



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

  

前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

────── 当社グループは、当連結会計年度において、29,057百

万円の当期純損失を計上した結果、当連結会計年度末に

おける利益剰余金は△11,992百万円となり、これによ

り、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在してい

る。 

当該状況は、従業員退職金制度の大幅な見直しによる

退職給付債務処理、財務体質強化のための不動産減損処

理をはじめとした抜本的な構造改革の実施等に伴う損失

計上の結果生じたものであるが、当社グループでは、当

該状況を解消するため、平成18年２月に決定した当社中

期経営計画「Hitz‐Innovation」の具体的展開策に基づ

く事業構造の転換を鋭意推進するとともに、当社第５回

無担保転換社債型新株予約権付社債30,000百万円の発行

により調達した資金の一部につき、成長分野への積極的

な投資を実施することで、中核事業である環境分野と伸

張事業である精密・ＩＴ産業分野を中心とした“ものづ

くりとエンジニアリング力”の強化、安定的な事業収益

基盤の構築に努めている。また、上記社債の転換が進む

ことにより、資本の増強を図ることも可能となる。 

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反

映していない。 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

ア．連結子会社数             64社 ア．連結子会社数             57社 

連結子会社名は、「第１ 企業の概況」の「４．

関係会社の状況」に記載のとおりである。 

エスエヌ環境テクノロジー㈱（旧社名：三和動熱

工業㈱）は、当連結会計年度に社名を変更した。 

当連結会計年度に設立した柏環境テクノロジー㈱

は、その重要性から連結の範囲に含めた。日本プ

スネス㈱、㈱瀬戸崎鉄工所、ニチゾウ堺エンジニ

アリング㈱およびパーキングスタッフサービス㈱

は、重要性が増加したことから、当連結会計年度

より連結子会社に含めることとした。 

前連結会計年度において連結子会社であった㈱ク

リエイティブは保有株式を売却したため、㈱ニチ

ゾウアイエムシーは平成17年１月１日付で内海造

船㈱に、ニチゾウ技術サービス㈱は平成17年３月

１日付でエスエヌ環境テクノロジー㈱に、エヌシ

ーエス㈱は平成17年３月１日付で当社にそれぞれ

合併されたため、また、日立造船バイオ㈱および

㈱バウテックはそれぞれ清算結了したため、連結

の範囲から除外している。なお、それぞれ売却、

合併および清算結了までの損益計算書を連結して

いる。 

連結子会社名は、「第１ 企業の概況」の「４．

関係会社の状況」に記載のとおりである。 

㈱Hitzハイテクノロジー（旧社名：日立造船メタ

ルワークス㈱）は、当連結会計年度に社名を変更

した。 

当連結会計年度に設立した倉敷環境テクノロジー

㈱、Hitz産機テクノ㈱およびHitachi Zosen 

Fukui U.S.A., Inc.は、その重要性から連結の範

囲に含めた。㈱メインテック、㈱シーディアイお

よび㈱コメット情報は、重要性が増加したことか

ら、当連結会計年度より連結子会社に含めること

とした。 

前連結会計年度において連結子会社であった日立

造船不動産㈱、Hitzコスミック㈱および日立造船

情報システム㈱、また、当連結会計年度より連結

子会社に含めることとした㈱メインテック、㈱シ

ーディアイおよび㈱コメット情報はそれぞれ保有

株式を売却したため、㈱富士第一製作所は平成17

年10月１日付で㈱Hitzハイテクノロジーに、㈱舞

鶴プラントは平成17年10月１日付で日立造船メカ

ニカル㈱にそれぞれ合併されたため、また、日立

造船富岡機械㈱、日立造船産業㈱、㈱日造センバ

およびHitachi Zosen (Asia) Holdings Pte. 

Ltd.はそれぞれ清算結了したため、連結の範囲か

ら除外している。なお、それぞれ売却、合併およ

び清算結了までの損益計算書を連結している。 

内海造船㈱は、保有株式を売却したことにより持

株比率が減少したことから、当連結会計年度より

連結子会社から持分法適用の関連会社に変更し

た。なお、みなし売却日（平成18年３月31日）ま

での損益計算書を連結している。 

イ．主要な非連結子会社の名称等 イ．主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社は、みやじま興産㈱、日造精

密研磨㈱である。 

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないので、連結の範囲から除外している。 

主要な非連結子会社は、日造精密研磨㈱である。 

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないので、連結の範囲から除外している。 

  



前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

ア．持分法適用の非連結子会社数      ２社 ア．持分法適用の非連結子会社数      ２社 

Hitachi Zosen Co.(HK)Ltd. 

Hitachi Zosen Engineering Singapore(Pte.) 

Ltd. 

同左 

イ．持分法適用の関連会社数        ９社 イ．持分法適用の関連会社数        10社 

㈱オーナミ、大機エンジニアリング㈱、㈱オー・

シー・エル、大昌産業㈱、スチールプランテック

㈱、日立造船ハンドリングシステム㈱、ユニバー

サル造船㈱、武井電機工業㈱、H&N Catalyst 

Manufacturing LLC 

前連結会計年度において持分法適用の関連会社で

あった此花開発㈱は、重要性がなくなったため、

持分法の適用範囲から除外している。 

持分法を適用していない非連結子会社（みやじま

興産㈱、日造精密研磨㈱ほか）および関連会社

（北海道熱供給メンテナンス㈱ほか）は、当期純

損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体として重要性がないため、持分法の適用

範囲から除外している。 

㈱オーナミ、内海造船㈱、大機エンジニアリング

㈱、㈱オー・シー・エル、大昌産業㈱、スチール

プランテック㈱、日立造船ハンドリングシステム

㈱、ユニバーサル造船㈱、武井電機工業㈱、H&N 

Catalyst Manufacturing LLC 

内海造船㈱は、保有株式を売却したことにより持

株比率が減少したことから、当連結会計年度より

連結子会社から持分法適用の関連会社に変更し

た。 

持分法を適用していない非連結子会社（日造精密

研磨㈱ほか）および関連会社（北海道熱供給メン

テナンス㈱ほか）は、当期純損益（持分に見合う

額）および利益剰余金（持分に見合う額）等から

みて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として重要

性がないため、持分法の適用範囲から除外してい

る。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

Hitz Holdings U.S.A. Inc.、Hitachi Zosen 

U.S.A. Ltd.、Hitz America Inc.、Hitachi Zosen 

Europe Ltd.の決算日は12月31日であるが、同日現

在の財務諸表を使用している。なお、連結決算日と

の間に生じた重要な取引については、連結上必要な

調整を行っている。 

Hitachi Zosen Europe Ltd.は決算期変更により、

４月１日から12月31日までの９ヶ月決算となってい

る。 

Hitz Holdings U.S.A. Inc.、Hitachi Zosen 

U.S.A. Ltd.、Hitz America Inc.、Hitachi Zosen 

Europe Ltd.、Hitachi Zosen Fukui U.S.A., Inc.

の決算日は12月31日であるが、同日現在の財務諸表

を使用している。なお、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な調整を行って

いる。 

  



  

前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 

ア．重要な資産の評価基準および評価方法 ア．重要な資産の評価基準および評価方法 

① 有価証券 ① 有価証券 

売買目的有価証券 売買目的有価証券 

……時価法（売却原価は移動平均法により算

定している） 

……同左 

満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

……償却原価法（定額法） ……同左 

その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

……決算期末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

算定している） 

……同左 

時価のないもの 時価のないもの 

……移動平均法による原価法 ……同左 

② デリバティブ ② デリバティブ 

時価法 同左 

③ たな卸資産 ③ たな卸資産 

原材料および貯蔵品 原材料および貯蔵品 

……原価基準：主として個別法または移動平

均法 

……同左 

仕掛品 仕掛品 

……原価基準：個別法 ……同左 

イ．重要な減価償却資産の減価償却の方法 イ．重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 

主として定率法を採用している。 

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定額法を

採用している。 

同左 

② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

定額法を採用している。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づく定額

法を採用している。 

同左 

  ウ．繰延資産の処理の方法 

  新株発行費および社債発行費については、支出時

に全額費用処理している。 

ウ．重要な引当金の計上基準 エ．重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、

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

性を検討し、回収不能見込額を計上している。 

同左 



前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

② 保証工事引当金 ② 保証工事引当金 

受注工事引渡後に発生する保証工事費にあてる

ため、過去２年間の実績を基礎に保証工事費見

込額を計上している。 

同左 

  ③ 工事損失引当金 

  受注工事の損失に備えるため、当連結会計年度

末における手持受注工事のうち、損失の発生が

見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もる

ことができる工事について、その損失見込額を

計上している。 

（追加情報） 

当連結会計年度末において、損失の発生が確実

視される工事が新たに発生したため、合理的に

見積もることができる損失見込額を計上してい

る。 

この結果、営業利益および経常利益はそれぞれ

2,210百万円減少し、税金等調整前当期純損失は

2,210百万円増加している。 

③ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務および年金資産の見

込額に基づき計上している。 

会計基準変更時差異については、15年による均

等額を費用処理している。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年～12年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしている。 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務および年金資産の見

込額に基づき計上している。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年～12年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしている。 

（追加情報） 

当社は、平成18年２月28日開催の取締役会決議

により、現行の退職金制度を翌連結会計年度末

（平成19年３月31日）に廃止することを決定

し、平成18年３月13日付で労使間において「退

職金制度の見直し等に関する協定書」を締結し

た。 

これにより、「退職給付制度間の移行等の会計

処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告

第２号）に基づき、当社および一部の連結子会

社は、退職給付制度終了損失の額を特別損失に

15,459百万円計上し、退職給付引当金を増加さ

せる処理を行っている。 



前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

エ．重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換

算の基準 

オ．重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換

算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理している。なお、在外子会社等の資産および負

債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益および費用は期中平均相場により円貨

に換算し、換算差額は資本の部における為替換算

調整勘定に含めている。 

同左 

オ．重要なリース取引の処理方法 カ．重要な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

理によっている。 

同左 

カ．重要なヘッジ会計の方法 キ．重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用している。 

ただし、金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしている場合は特例処理を採用して

いる。 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ．ヘッジ手段……金利スワップ取引 

ヘッジ対象……借入金および社債 

ａ．ヘッジ手段……金利スワップ取引 

ヘッジ対象……借入金および社債 

ｂ．ヘッジ手段……為替予約 

ヘッジ対象……製品輸出による外貨建売上債

権、原材料輸入による外貨建

買入債務および外貨建予定取

引 

ｂ．ヘッジ手段……為替予約等 

ヘッジ対象……製品輸出による外貨建売上債

権、原材料輸入による外貨建

買入債務および外貨建予定取

引 

③ ヘッジ方針 ③ ヘッジ方針 

社内管理規程に基づき、金利変動リスクおよび

為替相場変動リスクをヘッジしている。 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計ま

たは相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロ

ー変動の累計または相場変動とを比較し、両者

の変動額等を基礎にして判断している。 

同左 

⑤ その他 ⑤ その他 

取引の実行および管理は、取締役会で決定され

た基本方針に従って、経理部門にて社内管理規

程に基づき、決裁者の決裁を受けて行ってい

る。 

同左 



  

前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

キ．その他連結財務諸表作成のための重要な事項 ク．その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

① 収益および費用の計上基準 ① 収益および費用の計上基準 

売上の計上方法は、原則として、受注工事の引

渡しが完了した連結会計年度の売上として計上

している。ただし、連結財務諸表提出会社は、

工事期間が１年以上で、かつ、契約金額が５億

円以上、一部の連結子会社は、工事期間が１年

以上で、かつ、契約金額が一定額以上の長期請

負工事については、工事進行基準を採用してい

る。 

同左 

② 消費税等の会計処理 ② 消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方

式によっている。 

同左 

③ 連結納税制度の適用 ③ 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用している。 同左 

５．連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 ５．連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産および負債の評価については、全

面時価評価法を採用している。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 ６．連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定の償却については、５年間の均等償却

を行っている。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 ７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

利益処分項目は、連結会計年度中に確定した利益処

分に基づいて計上している。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金

および現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金およ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

る。 

同左 



追加情報 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

────── （吸収合併契約） 

アタカ工業㈱と大機エンジニアリング㈱との合併につい

て 

環境分野における競争力強化のために当社の連結子会

社であるアタカ工業㈱は、当社の持分法適用関連会社で

ある大機エンジニアリング㈱を吸収合併することに関し

て、平成18年２月28日付で合併に関する基本合意書を締

結した。さらに、平成18年10月１日をもって同社を吸収

合併することとし、平成18年５月17日付で吸収合併契約

書を締結した。 

合併の概要は以下のとおりである。 

１．合併の目的 

環境分野での既存事業の拡大および幅広い分野での新

しい事業展開を可能にするとともに、官需の縮減が続

く厳しい経営環境において、民需を伸ばし、さらには

海外事業の拡大も図っていくことが期待できる。 

２．合併の方法 

アタカ工業㈱を吸収合併存続会社とし、大機エンジニ

アリング㈱を吸収合併消滅会社とする。 

３．合併比率 

大機エンジニアリング㈱の普通株式１株に対して、ア

タカ工業㈱の普通株式0.52株を割り当てる。 

４．合併により発行する新株式数 

平成18年９月30日における最終の大機エンジニアリン

グ㈱の株主名簿（実質株主名簿を含む。）に記載また

は記録された株主の所有する株式数の合計に0.52を乗

じた数の普通株式を発行する。 

５．合併により増加すべき資本金および資本準備金 

資本金   500,000,000円 

資本準備金 130,742,964円 

ただし、平成18年９月30日における大機エンジニアリ

ング㈱の資産および負債の状態により、両者協議のう

え、これを変更することができる。 

６．合併交付金 

合併交付金の支払は行わない。 

７．合併後の会社の名称 

アタカ大機株式会社 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

１．担保資産および担保付債務 １．担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりである。 担保に供している資産は次のとおりである。 
  

  

建物および構築物 9,646百万円 (1,451百万円)

機械装置および運
搬具 

689 〃 (689 〃 )

土地 50,658 〃 (3,545 〃 )

投資有価証券 1,032 〃  

計 62,026百万円 (5,687百万円)

現金および預金 647百万円  

建物および構築物 4,510 〃 (286百万円)

機械装置および運
搬具 

1,863 〃 (109 〃 )

土地 35,785 〃 (107 〃 )

投資有価証券 607 〃  

長期貸付金 54 〃  

その他（流動資
産） 

642 〃  

その他（投資その
他の資産） 

3 〃  

計 44,115百万円 (503百万円)

担保付債務は次のとおりである。 担保付債務は次のとおりである。 
  
短期借入金 1,156百万円 (750百万円)

長期借入金 49,173 〃 (4,210 〃 )

計 50,329百万円 (4,960百万円)

短期借入金 200百万円 (200百万円)

長期借入金 35,817 〃  

計 36,017百万円 (200百万円)

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当ならびに当該

債務を示している。 

上記のうち（ ）内書は工場財団抵当ならびに当該

債務を示している。 

２．非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりである。 

２．非連結子会社および関連会社に対するものは、次の

とおりである。 
  
投資有価証券 30,389百万円 投資有価証券 30,163百万円

３．保証債務 ３．保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対

し、債務保証を行っている。 

連結会社以外の会社のリース債務に対し、債務保証

を行っている。 
  
㈱シーディアイ 154百万円

㈱メインテック 37 〃 

計 191百万円

  
㈱北海道ニーズ 86百万円

  
４．受取手形割引高 59百万円

受取手形裏書譲渡高 5 〃 

４．受取手形割引高 6百万円

受取手形裏書譲渡高 － 〃 

５．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、当社ならびに連結子会社内

海造船㈱は事業用の土地の再評価を行い、土地再評

価差額金を資本の部に計上している。 

５．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、当社は事業用の土地の再評

価を行い、土地再評価差額金を資本の部に計上して

いる。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第

３号に定める地方税法第341条第10号の土地課税

台帳に登録されている価格に合理的な調整を行っ

て算定する方法により算出している。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第

３号に定める地方税法第341条第10号の土地課税

台帳に登録されている価格に合理的な調整を行っ

て算定する方法により算出している。 

・再評価を行った年月日…平成12年３月31日 ・再評価を行った年月日…平成12年３月31日 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額…△349百万円 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額…△191百万円 



  

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

６．当社の発行済株式総数は、普通株式504,219,737株

である。 

６．当社の発行済株式総数は、普通株式560,330,834株

である。 

７．連結会社、持分法を適用した関連会社が保有する自

己株式の数は、普通株式957,341株である。 

７．連結会社、持分法を適用した関連会社が保有する自

己株式の数は、普通株式881,898株である。 

前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

１．研究開発費の総額 １．研究開発費の総額 

一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費 

一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費 

4,106百万円 3,065百万円 

２．        ────── ２．豊中寮の売却益4,155百万円、東京地区社宅の売却

益183百万円および子会社日立造船富岡機械㈱川口

本社工場の売却益4,171百万円である。 

３．子会社㈱クリエイティブ株式の売却益である。 ３．主として子会社内海造船㈱および日立造船情報シス

テム㈱株式の売却益である。 

４．        ────── ４．子会社大館エコマネジ㈱が秋田県大館市に建設した

廃棄物処理施設は、ＰＦＩ事業として実施している

が、民間資金活用型社会資本整備事業の国庫補助金

制度が適用され、環境省より補助金を受け入れたも

のである。 

５．持分法適用会社の子会社が固定資産を売却したこと

により臨時に発生した未実現利益の実現益である。 

５．        ────── 

６．        ────── ６．退職給付制度廃止に伴う、会計基準変更時差異およ

び数理計算上の差異の処理額などである。 



前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

７．        ────── 

  

７．当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産または資産グループについて減損損失を計上し

た。 

当社グループは、主として事業部別および工場別に

グルーピングを行っている。また、売却予定等の資

産については個別にグルーピングを行っている。 

堺工場は公共工事の減少等により営業損益が悪化し

ているため、河内長野社宅は平成20年３月の閉鎖が

決定したため、有明機械工場内用地、ＵＳＪ外地、

南港ビル前土地は売却方針を決定したため、水処理

営業権は水処理事業の一部撤退により営業権の資産

価値がなくなったため、各資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

(13,487百万円)として特別損失に計上した。 

なお、堺工場および河内長野社宅の回収可能価額は

使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを５％で割り引いて算定している。 

有明機械工場内用地、ＵＳＪ外地、南港ビル前土地

の回収可能価額は、正味売却価額により測定してお

り、時価は、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価

額もしくはそれに準ずる合理的に算定された価額を

使用している。 

場所 用途 種類 
減損損失 
(百万円) 

堺工場（堺市西区）
主に鉄鋼構
造物生産設
備 

建物および
構築物 

2,215 

土地 5,039 

計 7,255 

河内長野社宅（大阪府
河内長野市） 

大阪地区社
宅 

建物および
構築物 

1,674 

土地 927 

計 2,602 

有明機械工場内用地
（熊本県玉名郡長洲
町） 

工場用地 土地 852 

ＵＳＪ外地（大阪市此
花区） 

駐車場 土地 1,922 

南港ビル前土地（大阪
市住之江区） 

駐車場 土地 736 

水処理営業権（大阪市
住之江区） 

環境事業営
業権 

営業権 120 

合計 13,487 

８．固定資産処分損の内訳は、建物および構築物176百

万円、機械装置および運搬具65百万円、土地970百

万円、その他12百万円である。 

８．固定資産処分損の内訳は、建物および構築物343百

万円、機械装置および運搬具127百万円、その他

1,629百万円である。 

９．        ────── 

  

９．債務者の資産価値の下落等による回収不能見込額を

引当処理したものである。 



前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

10．        ────── 10．鋼鉄製橋梁工事の独占禁止法違反に関する課徴金お

よび違約金である。 

11．        ────── 11．石綿労災認定を受けた当社元職員に対する弔慰金お

よび見舞金である。 

12．        ────── 12．投資有価証券のうち、実質価額が取得原価より著し

く下落しており、回復の見込みがない株式の評価損

である。 

13．日立造船富岡機械㈱の清算に伴う損失である。 13．        ────── 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

１．現金および現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

１．現金および現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 
  
現金および預金勘定 39,322百万円

預入期間が３か月を超える定期預
金 

△790 〃 

現金および現金同等物 38,531百万円

現金および預金勘定 69,010百万円

預入期間が３か月を超える定期預
金 

△686 〃 

現金および現金同等物 68,323百万円

２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産および負債の主な内訳 

株式の売却により連結子会社でなくなった㈱クリエ

イティブの資産および負債の主な内訳は次のとおり

である。 

２．株式の売却により連結子会社でなくなった主な会社

の資産および負債の主な内訳 

株式の売却により連結子会社でなくなった日立造船

不動産㈱の資産および負債の主な内訳は次のとおり

である。 

（平成16年12月31日現在） （平成17年９月30日現在） 
  
流動資産 2,599百万円

固定資産 1,182 〃 

 資産合計 3,782 〃 

流動負債 1,029 〃 

固定負債 300 〃 

 負債合計 1,329 〃 

流動資産 3,300百万円

固定資産 552 〃 

 資産合計 3,852 〃 

流動負債 2,598 〃 

固定負債 484 〃 

 負債合計 3,082 〃 

 株式の売却により連結子会社でなくなった内海造船

㈱の資産および負債の主な内訳は次のとおりであ

る。 

 （平成18年３月31日現在） 

 流動資産 16,246百万円

固定資産 11,834 〃 

 資産合計 28,080 〃 

流動負債 17,493 〃 

固定負債 6,341 〃 

 負債合計 23,835 〃 

 株式の売却により連結子会社でなくなった日立造船

情報システム㈱の資産および負債の主な内訳は次の

とおりである。 

 （平成18年３月31日現在） 

 流動資産 4,777百万円

固定資産 2,391 〃 

 資産合計 7,169 〃 

流動負債 3,627 〃 

固定負債 1,228 〃 

 負債合計 4,855 〃 



  

  

  次へ 

前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

 ３．転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権
の行使 

新株予約権の行使による資本金増
加額 

5,050百万円

新株予約権の行使による資本準備
金増加額 

5,050 〃 

新株予約権の行使による社債発行
差金減少額 

△100 〃 

新株予約権の行使による新株予約
権付社債減少額 

10,000百万円



（リース取引関係） 

前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

（借主側） （借主側） 

１．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

当額および期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 
  

  
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置およ
び運搬具 

518 219 298

工具器具備品 1,160 641 519

ソフトウェア 98 40 58

合計 1,777 901 876

取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円） 

機械装置およ
び運搬具 

455 228 226 

工具器具備品 927 540 387 

ソフトウェア 70 36 33 

合計 1,453 806 647 

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定している。 

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定している。 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 253百万円

１年超 622 〃 

合計 876百万円

１年内 208百万円

１年超 439 〃 

合計 647百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により算

定している。 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により算

定している。 

(3）支払リース料および減価償却費相当額 (3）支払リース料および減価償却費相当額 
  

支払リース料 323百万円

減価償却費相当額 323百万円

支払リース料 405百万円

減価償却費相当額 405百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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、残存価額を零とする

定額法によっている。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 4百万円

１年超 － 〃 

合計 4百万円

１年内 4百万円

１年超 4 〃 

合計 8百万円



  

  

  次へ 

前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

（貸主側） （貸主側） 

１．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、減価償却累計額および期

末残高 

(1）リース物件の取得価額、減価償却累計額および期

末残高 
  

  
取得価額 
（百万円） 

減価償却
累計額 
（百万円） 

期末残高
（百万円）

機械装置およ
び運搬具 

196 174 21

工具器具備品 825 626 198

ソフトウェア 264 136 128

合計 1,286 938 348

取得価額
（百万円）

減価償却
累計額 
（百万円） 

期末残高 
（百万円） 

機械装置およ
び運搬具 

289 263 26 

工具器具備品 611 476 134 

ソフトウェア 263 134 129 

合計 1,164 874 289 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 158百万円

１年超 213 〃 

合計 371百万円

１年内 110百万円

１年超 183 〃 

合計 293百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高および見積残存価額の残高の合

計額が営業債権の期末残高等に占める割合が低い

ため、受取利子込み法により算定している。 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高および見積残存価額の残高の合

計額が営業債権の期末残高等に占める割合が低い

ため、受取利子込み法により算定している。 

(3）受取リース料および減価償却費 (3）受取リース料および減価償却費 
  

受取リース料 240百万円

減価償却費 176百万円

受取リース料 178百万円

減価償却費 105百万円



（有価証券関係） 

有価証券 

Ⅰ．前連結会計年度 

１．売買目的有価証券（平成17年３月31日） 

  

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成17年３月31日） 

  

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年３月31日） 

  

  連結貸借対照表計上額 163百万円  

  当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 △2 〃   

              （単位 百万円）

        連結貸借対
照表計上額

  時価   差額 
  

  （時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの）             

    (1）国債・地方債等   859   884   25   

    (2）社債   －   －   －   

    (3）その他   －   －   －   

    小計   859   884   25   

  （時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの）           

    (1）国債・地方債等   172   172   0   

    (2）社債   15   15   0   

    (3）その他   773   773   0   

    小計   961   961   0   

    合計   1,821   1,846   25   

              （単位 百万円）

        
取得原価   

連結貸借対
照表計上額

  差額 
  

  （連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）             

    (1）株式   3,335   5,682   2,346   

    (2）債券             

    ① 国債・地方債等   －   －   －   

    ② 社債   100   100   0   

    ③ その他   －   －   －   

    (3）その他   10   18   7   

    小計   3,446   5,801   2,355   

  （連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）           

    (1）株式   646   522   △123   

    (2）債券             

    ① 国債・地方債等   －   －   －   

    ② 社債   100   99   △0   

    ③ その他   －   －   －   

    (3）その他   －   －   －   

    小計   746   622   △124   

    合計   4,192   6,423   2,231   



４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで） 

  

５．時価評価されていない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額（平成17年３月31日） 

  

６．その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成17年３月31日） 

  

 （注） 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券等評価損69百万円を計上している。 

  

  

  次へ 

          （単位 百万円）

  売却額   売却益の合計額   売却損の合計額   

  3,538   999   △4   

  その他有価証券   （単位 百万円）  

  非上場株式（店頭売買株式を除く） 6,372    

  非上場優先出資証券 500    

  貸付信託受益証券 419    

                （単位 百万円）

    １年以内   １年超５年以内   ５年超10年以内   10年超   

(1）債券                

① 国債・地方債等   －   －   －   1,032   

② 社債   5   110   －   －   

③ その他   822   356   －   －   

(2）その他   －   －   －   －   

合計   827   466   －   1,032   



Ⅱ．当連結会計年度 

１．売買目的有価証券（平成18年３月31日） 

  

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年３月31日） 

  

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日） 

  

  連結貸借対照表計上額 185百万円  

  当連結会計年度の損益に含まれた評価差額 6 〃   

              （単位 百万円）

        連結貸借対
照表計上額

  時価   差額 
  

  （時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの）             

    (1）国債・地方債等   －   －   －   

    (2）社債   －   －   －   

    (3）その他   －   －   －   

    小計   －   －   －   

  （時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの）           

    (1）国債・地方債等   1,032   1,027   △4   

    (2）社債   10   10   0   

    (3）その他   －   －   －   

    小計   1,043   1,038   △4   

    合計   1,043   1,038   △4   

              （単位 百万円）

        
取得原価   

連結貸借対
照表計上額

  差額 
  

  （連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）             

    (1）株式   655   1,534   878   

    (2）債券             

    ① 国債・地方債等   －   －   －   

    ② 社債   100   100   0   

    ③ その他   －   －   －   

    (3）その他   10   22   11   

    小計   766   1,657   890   

  （連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）           

    (1）株式   36   33   △3   

    (2）債券             

    ① 国債・地方債等   －   －   －   

    ② 社債   0   0   0   

    ③ その他   －   －   －   

    (3）その他   －   －   －   

    小計   36   33   △3   

    合計   802   1,690   887   



４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

  

５．時価評価されていない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日） 

  

６．その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成18年３月31日） 

  

 （注） 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損129百万円を計上している。 

  

  

  次へ 

          （単位 百万円）

  売却額   売却益の合計額   売却損の合計額   

  7,671   2,706   △3   

  その他有価証券   （単位 百万円）  

  非上場株式 5,832    

  貸付信託受益証券 363    

                （単位 百万円）

    １年以内   １年超５年以内   ５年超10年以内   10年超   

(1）債券                

① 国債・地方債等   －   －   －   1,032   

② 社債   100   10   －   －   

③ その他   217   145   －   －   

(2）その他   －   －   －   －   

合計   317   156   －   1,032   



（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

  

前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

(1）取引の内容 (1）取引の内容 

当社および連結子会社は、通貨関連では、為替予約

取引、通貨スワップ取引および通貨オプション取

引、金利関連では、金利スワップ取引を利用してい

る。なお、当連結会計年度末の取引は為替予約およ

び金利スワップのみである。 

同左 

(2）取引に対する取組方針 (2）取引に対する取組方針 

当社および連結子会社は、通貨関連では、営業上の

外貨建成約残高等と海外調達等に係る外貨建支出予

定額との差額の範囲内で一定の限度額を設け、為替

予約等の取引を行っている。また、金利関連では、

変動金利ベースの借入金残高のうち、一定の範囲内

で金利スワップ取引を利用して金利を固定化してい

る。 

同左 

(3）取引の利用目的 (3）取引の利用目的 

営業上の外貨建成約残高等と海外調達等に係る外貨

建支出予定額の差額について、将来の為替レートの

変動リスクを回避する目的で為替予約等を利用して

いる。また、金利については、将来の金利上昇リス

クを回避するため金利スワップ取引を利用してい

る。 

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、その方法等は、「連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項」４．カ．に記載したと

おりである。 

営業上の外貨建成約残高等と海外調達等に係る外貨

建支出予定額の差額について、将来の為替レートの

変動リスクを回避する目的で為替予約等を利用して

いる。また、金利については、将来の金利上昇リス

クを回避するため金利スワップ取引を利用してい

る。 

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、その方法等は、「連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項」４．キ．に記載したと

おりである。 

(4）取引に係るリスクの内容 (4）取引に係るリスクの内容 

当社および連結子会社が利用している為替予約、通

貨スワップ、通貨オプション、金利スワップ等の取

引自体には、為替レートの変動リスクおよび金利の

変動リスクはあるものの、これらの取引は実需の範

囲内で行っている。また、取引の契約先は信用度の

高い銀行であり、相手方の契約不履行によるリスク

はほとんどないと認識している。 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 (5）取引に係るリスク管理体制 

取引の実行および管理は、取締役会で決定された基

本方針に従って、当社および連結子会社の経理部門

にて社内管理規程に基づき、決裁者の決裁を受けて

行っている。 

同左 



２．取引の時価等に関する事項 

（1）通貨関連 

 （注）１．時価の算定方法 

為替予約取引……先物為替相場を使用している。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示の対象から除いている。 

  

（2）金利関連 

 （注）１．時価の算定方法 

金利スワップ取引……金利スワップ契約を締結している金融機関から提示された価格によっている。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示の対象から除いている。 

  

  

  次へ 

区分 取引の種類 

前連結会計年度末
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

契約額等 
(百万円) 

うち１年超 
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益
(百万円) 

契約額等
(百万円) 

うち１年超
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円) 

市場取
引以外
の 
取引 

為替予約取引    

 売建    

  米ドル － － － － 2,030 － 2,080 △50

買建    

  米ドル － － － － 141 － 175 33

合計 － － － － 2,171 － 2,255 △16

区分 取引の種類 

前連結会計年度末
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

契約額等 
(百万円) 

うち１年超 
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益
(百万円) 

契約額等
(百万円) 

うち１年超
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円) 

市場取
引以外
の 
取引 

金利スワップ
取引 

   

受取変動・
支払固定 

9,178 1,616 △164 △164 5,424 3,000 △116 △116

受取固定・
支払変動 

600 600 48 48 2,600 2,600 △4 △4

合計 9,778 2,216 △116 △116 8,024 5,600 △121 △121



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社および国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度および退職一時金制度を設けている。 

 また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合がある。 

 なお、当社は、平成18年２月28日開催の取締役会決議により、現行の退職金制度を翌連結会計年度末（平成19年３月31

日）に廃止することを決定し、平成18年３月13日付で労使間において「退職金制度の見直し等に関する協定書」を締結し

た。 

  

２．退職給付債務に関する事項 

  

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

ア．退職給付債務（百万円） △41,502 △35,694 

イ．年金資産（百万円） 11,362 10,427 

ウ．未積立退職給付債務（百万円）（ア＋イ） △30,140 △25,266 

エ．会計基準変更時差異の未処理額（百万円） 14,471 － 

オ．未認識数理計算上の差異（百万円） 3,848 △216 

カ．未認識過去勤務債務（百万円） － － 

キ．連結貸借対照表計上額純額（百万円） 
（ウ＋エ＋オ＋カ） 

△11,820 △25,483 

ク．前払年金費用（百万円） 81 77 

ケ．退職給付引当金（百万円）（キ－ク） △11,901 △25,561 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

  当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 （注） 一部の子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用している。 

   （注）        同左 



３．退職給付費用に関する事項 

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  
前連結会計年度

（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

ア．勤務費用（百万円）（注）２ 2,438 2,629 

イ．利息費用（百万円） 965 813 

ウ．期待運用収益（百万円） △158 △152 

エ．会計基準変更時差異の費用処理額 
（百万円） 

1,907 1,447 

オ．数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 1,136 1,298 

カ．過去勤務債務の費用処理額（百万円） － － 

キ．退職給付費用（百万円） 
（ア＋イ＋ウ＋エ＋オ＋カ） 

6,289 6,035 

ク．退職給付制度終了損失（百万円） － 15,459 

ケ．計（百万円）（キ＋ク） 6,289 21,494 

      

前連結会計年度 
（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで） 

  当連結会計年度 
（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

 （注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金15百

万円を支払っており、当連結会計年度の費

用として処理している。 

   （注）１．「退職給付制度間の移行等の会計処理に関

する実務上の取扱い」（実務対応報告第２

号）に基づき、当社および一部の連結子会

社は、退職給付制度終了損失の額を特別損

失に15,459百万円計上し、退職給付引当金

を増加させる処理を行っている。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給

付費用は、「ア．勤務費用」に計上してい

る。 

  ２．      同左 

    ３．割増退職金170百万円を支払っており、退

職給付制度終了損失に含めて処理してい

る。 

  
前連結会計年度

（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

ア．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

イ．割引率（％） 2.0～3.0 1.5～2.5

ウ．期待運用収益率（％） 1.0～3.0 1.0～2.5

エ．数理計算上の差異の処理年数（年） ５～12 同左 

  

（各連結会計年度の発生時にお
ける従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数による定額法
により按分した額をそれぞれ発
生の翌連結会計年度から費用処
理することとしている。） 

オ．会計基準変更時差異の処理年数（年） 15 －



（税効果会計関係） 

  

  

前連結会計年度
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 
  
繰延税金資産  

繰越欠損金 11,133百万円

退職給付引当金損金算入限度
超過額 

4,410 〃 

減損損失損金不算入額 4,196 〃 

貸倒引当金損金算入限度超過
額 

991 〃 

見積設計費損金不算入額 909 〃 

研究開発費損金不算入額 377 〃 

有価証券評価損損金不算入額 377 〃 

販売用不動産評価損損金不算
入額 

158 〃 

その他引当金損金算入限度超
過額 

2,291 〃 

その他 2,060 〃 

繰延税金資産小計 26,906百万円

評価性引当額 △14,867 〃 

繰延税金資産合計 12,038百万円

   

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △727百万円

その他 △89 〃 

繰延税金負債合計 △816百万円

繰延税金資産の純額 11,221百万円

繰延税金資産  

退職給付引当金損金算入限度
超過額 

10,591百万円

繰越欠損金 10,482 〃 

減損損失損金不算入額 9,444 〃 

貸倒引当金損金算入限度超過
額 

1,303 〃 

見積設計費損金不算入額 606 〃 

有価証券評価損損金不算入額 411 〃 

研究開発費損金不算入額 274 〃 

販売用不動産評価損損金不算
入額 

49 〃 

その他引当金損金算入限度超
過額 

2,731 〃 

その他 1,186 〃 

繰延税金資産小計 37,082百万円

評価性引当額 △32,839 〃 

繰延税金資産合計 4,242百万円

   

繰延税金負債  

圧縮記帳積立金 △188百万円

その他 △82 〃 

繰延税金負債合計 △270百万円

繰延税金資産の純額 3,972百万円

 （注） 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれている。 

 （注） 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以

下の項目に含まれている。 
  

流動資産－繰延税金資産 4,866百万円

固定資産－繰延税金資産 6,355 〃 

流動資産－繰延税金資産 3,028百万円

固定資産－繰延税金資産 944 〃 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 
  
法定実効税率 40.6 ％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

14.4 〃 

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 

△47.6 〃 

一時差異等のうち税効果が認識で
きないもの 

74.3 〃 

持分法による投資利益 △73.7 〃 

受取配当金の連結消去 53.1 〃 

法人住民税均等割 4.5 〃 

その他 3.6 〃 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 69.2 〃 

  

税金等調整前当期純損失を計上しているため記載

していない。 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで） 

  

当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

  
環境装置・
プラント 
（百万円） 

船舶・海洋 
（百万円） 

鉄構・建
機・物流 
（百万円） 

機械・
原動機 
（百万円） 

その他
（百万円） 

合計
（百万円） 

消去または
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ．売上高および営業損益    

売上高    

(1）外部顧客に対する売
上高 

133,479 29,128 57,932 71,656 45,482 337,680 － 337,680

(2）セグメント間の内部
売上高または振替高 

769 185 316 1,042 1,235 3,550 △3,550 －

計 134,249 29,314 58,248 72,699 46,717 341,230 △3,550 337,680

営業費用 133,211 28,835 58,162 72,228 46,012 338,450 △3,505 334,944

営業利益(または営業
損失(△)) 

1,038 479 85 471 705 2,780 △44 2,735

Ⅱ．資産、減価償却費およ
び資本的支出 

   

資産 92,754 59,779 71,313 85,181 40,279 349,308 67,147 416,455

減価償却費 1,123 1,057 1,111 2,371 1,884 7,549 309 7,859

資本的支出 7,539 1,494 20,446 7,706 1,984 39,171 10,325 49,496

  
環境装置・
プラント 
（百万円） 

船舶・海洋 
（百万円） 

鉄構・建
機・物流 
（百万円） 

機械・
原動機 
（百万円） 

その他
（百万円） 

合計
（百万円） 

消去または
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ．売上高および営業損益    

売上高    

(1）外部顧客に対する売
上高 

144,779 25,779 44,239 76,320 42,762 333,881 － 333,881

(2）セグメント間の内部
売上高または振替高 

932 182 88 279 1,510 2,993 △2,993 －

計 145,711 25,962 44,328 76,600 44,272 336,874 △2,993 333,881

営業費用 146,427 25,027 45,735 74,049 42,881 334,120 △3,006 331,114

営業利益(または営業
損失(△)) 

△715 934 △1,406 2,550 1,390 2,753 12 2,766

Ⅱ．資産、減価償却費、減
損損失および資本的支
出 

   

資産 94,943 35,421 58,302 91,277 24,525 304,470 85,735 390,205

減価償却費 1,228 1,063 1,097 2,456 2,204 8,050 271 8,321

減損損失 1,609 － 7,743 1,388 87 10,829 2,658 13,487

資本的支出 2,831 2,022 525 6,780 1,797 13,958 35 13,993



 （注）１．事業区分の方法：製品の種類・性質・製造方法・販売市場等の類似性に基づく製品系列による。 

２．各区分の主要製品： 

３．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度68,080百万円、当連結会計年度86,969

百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金および有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）等

である。 

  

  環境装置・プラント …………… 都市ごみ焼却施設、産業廃棄物処理施設、エネルギー回収システム（ご

み発電設備等）、バイオマス利用システム、水・汚泥処理施設、土地浄

化システム、海水淡水化プラント等各種プラント、脱硝触媒、原子力関

連設備機器等 

  船舶・海洋 …………… 新造船・改造船・修繕船、海洋構造物等 

  鉄構・建機・物流 …………… 橋梁、水門扉、鋼製煙突、水圧鉄管、海洋土木（沈埋函等）、防災シス

テム、シールド掘進機、立体駐車装置、荷役運搬装置、土木建設機械等

  機械・原動機 …………… 製鉄機械、鍛圧機械、風力機械、食品機械、医薬機械、プラスチック機

械、舶用機器、精密機器（有機ＥＬ製造装置、ＦＰＤ製造装置等）、発

電設備、内燃機関、タービン、ボイラ等 

  その他 …………… エレクトロニクス・制御システム、パッケージソフト、情報・通信関連

システム、高精度位置情報システム（ＧＰＳ、ＧＩＳ）、電力卸供給事

業等 



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）および当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年

３月31日まで） 

全セグメントの売上高の合計および全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90％を超えて

いるため、所在地別セグメント情報の記載を省略している。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで） 

 （注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア………韓国、中国、台湾、タイ、シンガポール、アラブ首長国連邦、サウジアラビア 

(2）中南米………パナマ、ブラジル 

(3）ヨーロッパ…イギリス、フランス、ドイツ 

(4）その他………アメリカ、リベリア、アルジェリア 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 

  

当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

 （注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２．各区分に属する主な国または地域 

(1）アジア………韓国、中国、台湾、タイ、シンガポール、アラブ首長国連邦、サウジアラビア、香港 

(2）中南米………パナマ、ブラジル 

(3）ヨーロッパ…イギリス、フランス、ドイツ 

(4）その他………アメリカ、リベリア 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。 

  

  

  アジア 中南米 ヨーロッパ その他 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 31,945 11,286 9,065 9,944 62,242

Ⅱ．連結売上高（百万円）   337,680

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

9.5 3.3 2.7 2.9 18.4

  アジア 中南米 ヨーロッパ その他 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 35,307 17,224 5,270 10,854 68,657

Ⅱ．連結売上高（百万円）   333,881

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上
高の割合（％） 

10.6 5.2 1.6 3.2 20.6



【関連当事者との取引】 

Ⅰ 前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで） 

(1）子会社等 

 （注）１．エス・エス開発㈱は、平成16年11月25日に解散を決議し、平成17年４月に清算を結了している。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれていない。 

  

取引条件および取引条件の決定方針等 

 購入価格は、第三者による鑑定価格に基づいて決定している。支払条件は、一括現金払である。 

  

Ⅱ 当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで） 

該当事項はない。 

  

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金
(百万円) 

事業の
内容 

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 
(百万円) 

科目 
期末残高
（百万円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

関連会社の
子会社 

エス・エ
ス開発㈱ 

大阪市 
西区 

10 
不動産の
賃貸借・
売買 

なし
兼任３人
転籍１人

生産設
備等を
当社へ
賃貸 

固定資産の購入 35,684 － － 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益（純損失△）金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りである。 

前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

  

  

１株当たり純資産額 88円32銭

１株当たり当期純利益金額 2円8銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

1円95銭

１株当たり純資産額 43円18銭 

１株当たり当期純損失金額 56円54銭 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純
損失金額を計上しているため記載していない。 

    
前連結会計年度

（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

１株当たり当期純利益金額または 

１株当たり当期純損失金額 

    

当期純利益または当期純損失（△） （百万円） 1,048 △29,057 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益または 

普通株式に係る当期純損失（△） 
（百万円） 1,048 △29,057 

普通株式の期中平均株式数 （千株） 503,368 513,937 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額 （百万円） △7 － 

（うち社債発行差金償却額） （百万円） △7 － 

普通株式増加数 （千株） 31,360 － 

（うち新株予約権） （千株） 31,360 － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

  ────── 第５回無担保転換社債型新

株予約権付社債（額面総額

30,000百万円）。 

なお、概要は「第４ 提出

会社の状況 １．(2)新株

予約権等の状況」に記載の

とおりである。 



（重要な後発事象） 

  
  

前連結会計年度
（平成16年４月１日から 
平成17年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成17年４月１日から 
平成18年３月31日まで） 

当社の連結子会社である日立造船富岡機械㈱は、平成17

年３月10日開催の同社臨時株主総会において、同日付の

会社解散を決議し、現在、清算手続を進めているところ

である。 

当社は、平成17年５月24日開催の当社取締役会におい

て、日立造船富岡機械㈱の清算に伴う当社の連結財務諸

表に与える影響額について、以下のとおり決議した。 

  

固定資産売却益の計上について 

日立造船富岡機械㈱の清算手続過程において、埼玉県

川口市の本社工場用地、機械装置等の資産処分に伴う

売却益が発生するので、当社は、平成17年度連結決算

において、当該売却益40億円を、固定資産売却益とし

て特別利益に計上する予定である。 

────── 

  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．当社第５回無担保転換社債型新株予約権付社債（平

成18年３月発行）に付された新株予約権300個のうち、

平成18年４月13日付で60個、同年６月１日付で10個、同

年６月26日付で30個の権利行使があったことにより、当

社は、新たに普通株式64,800,236株を発行した。これに

より、同社債の残高および当社が現に発行する新株予約

権の数ならびに当社の発行済株式総数は、次のとおりと

なった。 

 第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の残高 

20,000百万円 

 現に発行する新株予約権の数        200個 

発行済株式総数          625,131,070株 

  

２．福岡市発注のごみ焼却炉建設工事の入札において独

占禁止法違反行為があったとして提起された住民訴訟に

関し、当社を含む５社は、連帯して2,088百万円を同市に

支払うよう命じる福岡地方裁判所の判決が、平成18年４

月25日にあった。また、多摩ニュータウン環境組合発注

の同工事の入札に係る同様の住民訴訟に関し、当社は、

1,286百万円を同組合に支払うよう命じる東京地方裁判所

の判決が、平成18年４月28日にあった。なお、当社は、

これらに対して控訴している。 

  

３．当社および連結子会社であるアタカ工業㈱を含む11

社は、平成18年５月に、し尿処理施設建設工事に関する

独占禁止法違反の疑いにより、公正取引委員会から刑事

告発を受け、同年６月に大阪地方検察庁から起訴され、

現在公判手続き中である。また、これに伴い、当社およ

びアタカ工業㈱は、国土交通省をはじめ各地方公共団体

から指名停止の措置を受けた。 

  

４．当社を含む５社は、ごみ焼却施設建設工事に関して

独占禁止法違反があったとして、平成11年８月に公正取

引委員会から受けた勧告を不応諾とし、審判が行われて

いたところ、平成18年６月27日に、公正取引委員会から

排除措置を命じる審決があった。 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりである。 

本新株予約権付社債の発行後、毎月第３金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換価額は、決定日まで

（当日を含む。）の３連続取引日（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取

引日までの３連続取引日とする。以下「時価算定期間」という。）の㈱東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の毎日の終値の平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。以下

「決定日価額」という。）に修正される。 

なお、時価算定期間内に、転換価額の調整事由が生じた場合には、修正後の転換価額は、本新株予約権付社債の社債要

項に従い当社が適当と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結果、決定日価額が85.7円（以下「下限転換価

額」という。）を下回る場合には、修正後の転換価額は下限転換価額とし、決定日価額が257.2円（以下「上限転換価

額」という。）を上回る場合には、修正後の転換価額は上限転換価額とする。 

また、本新株予約権付社債の所持人が本新株予約権を行使したときは、当該新株予約権に係る本社債の全額の償還に代

えて当該新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとする旨の請求があったものとみな

し、かつ当該請求に基づく払込があったものとする。 

２．６ヶ月TIBORに0.15％を加えた利率による６ヶ月毎変動金利。 

３．連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりである。 

４．前期末残高および当期末残高の（ ）内は１年以内償還予定額を示し内数である。 

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

利率（％） 担保 償還期限

    平成年月日   平成年月日

日立造船㈱ 
2008年満期円貨建転換社債
型新株予約権付社債 

16．９．９ 10,000 － 0.00 なし 20．９．30

〃 第20回無担保社債 17．９．16 －
（400）
1,800 

0.57 〃 22．９．16

〃 
第５回無担保転換社債型 
新株予約権付社債(注)１ 

18．３．27 － 30,000 0.00 〃 20．３．27

㈱ニチゾウテック 第１回無担保社債 15．９．24 300
（300）
300 

1.37 〃 18．９．22

日立造船情報システ
ム㈱ 

第３回無担保社債 16．９．30
（32）
84 

－ 0.56 〃 19．９．28

〃 第４回無担保社債 17．３．31
（50）
150 

－ （注）２ 〃 20．３．31

㈱Hitzハイテクノロ
ジー 

第１回無担保社債 17．９．６ － 300 0.42 〃 19．９．26

合計 － － 
（82）
10,534 

（700）
32,400 

－ － － 

発行すべき株式 普通株式 

新株予約権の発行価額（円） 無償 

株式の発行価額（円） 
171.5 

（当初発行価額） 

発行価額の総額（百万円） 30,000 

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額（百万円） － 

新株予約権の付与割合（％） 100 

新株予約権の行使期間 平成18.４.１～20.３.26 

１年以内 
（百万円） 

１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内
（百万円） 

３年超４年以内
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

700 30,400 700 400 200 



【借入金等明細表】 

 （注）１．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。 

２．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。 

  

(2）【その他】 

 当社を含む５社は、ごみ焼却施設建設工事に関して独占禁止法違反があったとして、平成11年８月に公正取引委員会から受

けた勧告を不応諾とし、審判が行われていたところ、平成18年６月27日に、公正取引委員会から排除措置を命じる審決があっ

た。また、これに関連して、住民訴訟７件が係属中であるが、このうち、福岡市発注のごみ焼却炉建設工事の入札に係る住民

訴訟に関し、当社を含む５社は連帯して2,088百万円を同市に支払うよう命じる福岡地方裁判所の判決が平成18年４月25日にあ

り、多摩ニュータウン環境組合発注の同工事の入札に係る住民訴訟に関し、当社は1,286百万円を同組合に支払うよう命じる東

京地方裁判所の判決が平成18年４月28日にあったが、当社はこれらに対して控訴している。 

 当社を含む26社は、平成17年６月に、鋼橋上部工事に関し、独占禁止法違反の疑いにより公正取引委員会から刑事告発を受

け、東京高等検察庁から起訴され、現在公判手続き中である。 

 当社および連結子会社であるアタカ工業㈱を含む11社は、平成18年５月に、し尿処理施設建設工事に関する独占禁止法違反

の疑いにより、公正取引委員会から刑事告発を受け、同年６月に大阪地方検察庁から起訴され、現在公判手続き中である。 

  

  

区分 
前期末残高
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

平均利率
（％） 

返済期限 

短期借入金 65,569 49,988 1.28 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 28,334 24,709 2.23 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 67,984 46,870 2.16
平成19.４.１～
30.３.10 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 161,888 121,568 － － 

１年超２年以内（百万円） ２年超３年以内（百万円） ３年超４年以内（百万円） ４年超５年以内（百万円）

9,221 9,730 8,189 5,639 



２【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（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）    

Ⅰ．流動資産    

１．現金および預金   22,668 56,045 

２．受取手形 
(注5、 
6) 

 1,393 3,992 

３．売掛金 (注６)  65,728 66,721 

４．有価証券   143 165 

５．原材料および貯蔵品   463 586 

６．仕掛品   9,846 5,994 

７．前渡金 (注６)  10,061 7,086 

８．前払費用   552 621 

９．繰延税金資産   3,223 1,559 

10．未収入金 (注６)  6,904 5,625 

11．立替金 (注６)  7,209 6,415 

12．その他 
(注1、 
6) 

 5,850 5,894 

貸倒引当金   △1,608 △1,697 

流動資産合計   132,435 42.9 159,010 52.3



   
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（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅱ．固定資産    

(1）有形固定資産    

１．建物 (注１) 33,571 29,521  

減価償却累計額  △14,012 19,558 △14,708 14,813 

２．構築物  11,527 10,750  

減価償却累計額  △4,226 7,300 △4,818 5,931 

３．機械装置  38,249 37,772  

減価償却累計額  △31,277 6,972 △31,281 6,491 

４．車両運搬具  381 384  

減価償却累計額  △357 23 △361 22 

５．工具器具備品  6,046 5,798  

減価償却累計額  △5,287 759 △5,161 636 

６．土地 
(注1、 
10) 

 64,815 56,614 

７．建設仮勘定   110 249 

有形固定資産合計   99,541 84,758 

(2）無形固定資産    

１．営業権   240 － 

２．特許権   635 509 

３．借地権   177 177 

４．商標権   5 4 

５．ソフトウェア   547 364 

６．施設利用権   150 141 

無形固定資産合計   1,755 1,197 



   
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（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

(3）投資その他の資産    

１．投資有価証券 (注１)  13,066 7,132 

２．関係会社株式 (注１)  50,810 46,733 

３．出資金   7 7 

４．関係会社出資金   154 154 

５．長期貸付金 (注１)  4,468 4,004 

６．従業員長期貸付金   8 50 

７．関係会社長期貸付金 (注１)  537 614 

８．長期前払費用   361 335 

９．繰延税金資産   4,207 － 

10．長期未収入金   4,156 4,156 

11．更生債権等   1,412 1,366 

12．その他   1,601 1,174 

貸倒引当金   △5,624 △6,457 

投資その他の資産合計   75,167 59,272 

固定資産合計   176,464 57.1 145,228 47.7

資産合計   308,900 100.0 304,239 100.0

     



   
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（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（負債の部）    

Ⅰ．流動負債    

１．支払手形 (注６)  19,591 16,986 

２．買掛金 (注６)  25,654 27,171 

３．短期借入金   76,829 67,221 

４．１年以内に償還予定の
社債 

  － 400 

５．未払金 (注６)  75 1,559 

６．未払費用 (注６)  43,353 44,221 

７．未払法人税等   125 168 

８．前受金 (注６)  14,206 28,654 

９．預り金 (注６)  11,280 1,917 

10．前受収益   3 3 

11．保証工事引当金   1,190 1,135 

12．工事損失引当金   － 1,931 

13．その他   1,127 1,328 

流動負債合計   193,439 62.6 192,701 63.4

Ⅱ．固定負債    

１．社債   10,000 31,400 

２．長期借入金 (注１)  63,197 42,803 

３．退職給付引当金   6,751 18,552 

４．その他 (注６)  295 75 

固定負債合計   80,244 26.0 92,831 30.5

負債合計   273,684 88.6 285,533 93.9



  

  

   
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（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ．資本金 (注２)  25,305 8.2 30,355 10.0

Ⅱ．資本剰余金    

１．資本準備金 (注７) 299 5,349  

２．その他資本剰余金    

自己株式処分差益  0 1  

資本剰余金合計   300 0.1 5,350 1.7

Ⅲ．利益剰余金    

１．利益準備金 (注７) 8 8  

２．当期未処理損失  － 16,374  

３．当期未処分利益  9,055 －  

利益剰余金合計   9,063 2.9 △16,365 △5.4

Ⅳ．土地再評価差額金 (注10)  △435 △0.1 △435 △0.2

Ⅴ．その他有価証券評価差額
金 

  1,063 0.3 △90 △0.0

Ⅵ．自己株式 (注３)  △82 △0.0 △108 △0.0

資本合計 
(注8、 
9) 

 35,215 11.4 18,706 6.1

負債資本合計   308,900 100.0 304,239 100.0

     



②【損益計算書】 

   
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） 

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） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ．売上高   201,791 100.0 196,596 100.0

Ⅱ．売上原価 (注１)   

当期製品製造原価  186,133 186,133 92.2 187,880 187,880 95.5

売上総利益   15,658 7.8 8,716 4.5

Ⅲ．販売費および一般管理費 (注２)   

１．販売費  3,377 2,937  

２．給料手当  5,010 4,418  

３．賃借料  997 837  

４．旅費交通費  834 690  

５．試験研究費  3,329 2,266  

６．その他  1,924 15,474 7.7 1,763 12,913 6.6

営業損失   － － 4,197 2.1

営業利益   184 0.1 － －

Ⅳ．営業外収益    

１．受取利息  144 131  

２．有価証券利息  18 16  

３．受取配当金 (注１) 4,682 5,594  

４．投資有価証券売却益  777 2,519  

５．その他  439 6,062 3.0 585 8,848 4.5

Ⅴ．営業外費用    

１．支払利息  2,944 2,653  

２．社債利息  228 6  

３．為替差損  226 755  

４．その他  1,788 5,187 2.6 733 4,147 2.1

経常利益   1,059 0.5 502 0.3

Ⅵ．特別利益    

１．関係会社株式売却益 (注３) 1,343 6,727  

２．固定資産売却益 (注４) － 1,343 0.7 4,338 11,065 5.6

     



   
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） 

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） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅶ．特別損失    

１．減損損失 (注５) － 13,487  

２．退職給付制度終了損失 (注６) － 12,111  

３．貸倒引当金繰入額 (注７) － 1,873  

４．固定資産処分損 (注８) 1,225 1,798  

５．課徴金および違約金 (注９) － 923  

６．石綿疾病補償金 (注10) － 436  

７．関係会社株式減損処理
額 

(注11) 1,069 431  

８．投資有価証券評価損 (注12) － 2,295 1.1 129 31,190 15.9

税引前当期純損失   － － 19,622 10.0

税引前当期純利益   107 0.1 － －

法人税、住民税および
事業税 

 △760 △790  

法人税等調整額  757 △3 △0.0 6,597 5,807 2.9

当期純損失   － － 25,429 12.9

当期純利益   110 0.1 － －

前期繰越利益   8,881 9,055 

合併による未処分利益
引継額 

  64 － 

土地再評価差額金取崩
額 

  △2 － 

当期未処理損失   － 16,374 

当期未処分利益   9,055 － 

     



 前掲損益計算書における製造原価の内訳は次のとおりである。 

製造原価明細書 

（注１）当社の原価計算は個別原価計算を採用している。 

（注２）他勘定振替高の内訳は、次のとおりである。 

  

  

   
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） 

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） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  48,907 25.7 52,943 27.6 

Ⅱ 労務費  16,003 8.4 14,890 7.8 

Ⅲ 経費  125,523 65.9 123,590 64.6 

（うち外注加工費）  （111,974） （120,250） 

（うち減価償却費）  （2,512） （2,493） 

当期総製造費用  190,433 100.0 191,424 100.0 

期首仕掛品たな卸高  14,950 9,846 

合計  205,384 201,270 

期末仕掛品たな卸高  9,846 5,994 

他勘定振替高 (注２) 9,404 7,395 

当期製品製造原価  186,133 187,880 

    

  前事業年度   当事業年度   

  研究開発費 3,329 百万円   研究開発費 2,266百万円  

  販売費 3,377 〃   販売費 2,937 〃   

  建設仮勘定 2,364 〃   建設仮勘定 2,113 〃   

  その他 333 〃   その他 77 〃   

  計 9,404 百万円   計 7,395百万円  



③【利益処分計算書および損失処理計算書】 

  

  

  次へ 

利益処分計算書     損失処理計算書   

    
前事業年度 
株主総会承認日 
平成17年６月29日 

当事業年度 
株主総会承認日 
平成18年６月29日 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 区分
注記

番号 
金額（百万円） 

（当期未処分利益の処分）    （当期未処理損失の処理）  

Ⅰ．当期未処分利益    9,055 Ⅰ．当期未処理損失  16,374 

Ⅱ．次期繰越利益    9,055 Ⅱ．次期繰越損失  16,374 

      



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

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） 

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） 

────── 当社は、当事業年度において25,429百万円の当期純損

失を計上した結果、当事業年度末における利益剰余金は

△16,365百万円となり、これにより、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在している。 

当該状況は、従業員退職金制度の大幅な見直しによる

退職給付債務処理、財務体質強化のための不動産減損処

理をはじめとした抜本的な構造改革の実施等に伴う損失

計上の結果生じたものであるが、当社では、当該状況を

解消するため、平成18年２月に決定した中期経営計画

「Hitz‐Innovation」の具体的展開策に基づく事業構造

の転換を鋭意推進するとともに、第５回無担保転換社債

型新株予約権付社債30,000百万円の発行により調達した

資金の一部につき、成長分野への積極的な投資を実施す

ることで、中核事業である環境分野と伸張事業である精

密・ＩＴ産業分野を中心とした“ものづくりとエンジニ

アリング力”の強化、安定的な事業収益基盤の構築に努

めている。また、上記社債の転換が進むことにより、資

本の増強を図ることも可能となる。 

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していな

い。 



重要な会計方針 

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） 

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） 

１．有価証券の評価基準および評価方法 １．有価証券の評価基準および評価方法 

(1）売買目的有価証券 (1）売買目的有価証券 

……時価法（売却原価は移動平均法により算定

している） 

……同左 

(2）満期保有目的の債券 (2）満期保有目的の債券 

……償却原価法（定額法） ……同左 

(3）子会社株式および関連会社株式 (3）子会社株式および関連会社株式 

……移動平均法による原価法 ……同左 

(4）その他有価証券 (4）その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

……期末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してい

る） 

……同左 

時価のないもの 時価のないもの 

……移動平均法による原価法 ……同左 

２．デリバティブ等の評価基準および評価方法 ２．デリバティブ等の評価基準および評価方法 

デリバティブ デリバティブ 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準および評価方法 ３．たな卸資産の評価基準および評価方法 

原材料および貯蔵品…原価基準：個別法または移

動平均法 

原材料および貯蔵品…同左 

仕掛品…………………原価基準：個別法 仕掛品…………………同左 

４．固定資産の減価償却の方法 ４．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

定率法を採用している。 

ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備を除く）については、定額法を採用し

ている。 

同左 

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

定額法を採用している。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用している。 

同左 

  ５．繰延資産の処理の方法 

  新株発行費および社債発行費については、支出時に

全額費用処理している。 

５．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準 ６．外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理してい

る。 

同左 



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） 

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） 

６．引当金の計上基準 ７．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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検

討し、回収不能見込額を計上している。 

同左 

(2）保証工事引当金 (2）保証工事引当金 

受注工事引渡後に発生する保証工事費にあてるた

め、過去２年間の実績を基礎に保証工事費見込額

を計上している。 

同左 

  (3）工事損失引当金 

  受注工事の損失に備えるため、当事業年度末にお

ける手持受注工事のうち、損失の発生が見込ま

れ、かつ、その金額を合理的に見積もることがで

きる工事について、その損失見込額を計上してい

る。 

（追加情報） 

当事業年度末において、損失の発生が確実視され

る工事が新たに発生したため、合理的に見積もる

ことができる損失見込額を計上している。 

この結果、営業損失は1,931百万円増加し、経常利

益は1,931百万円減少し、税引前当期純損失は

1,931百万円増加している。 

(3）退職給付引当金 (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および年金資産の見込額に基

づき計上している。 

会計基準変更時差異については、15年による均等

額を費用処理している。 

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

（５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

いる。 

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から年金資産の額を控除した

金額を計上している。 

（追加情報） 

平成18年２月28日開催の取締役会決議により、現

行の退職金制度を翌事業年度末（平成19年３月31

日）に廃止することを決定し、平成18年３月13日

付で労使間において「退職金制度の見直し等に関

する協定書」を締結した。 

これにより、「退職給付制度間の移行等の会計処

理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２

号）に基づき、退職給付制度終了損失の額を特別

損失に12,111百万円計上し、退職給付引当金を増

加させる処理を行っている。 

７．収益および費用の計上基準 ８．収益および費用の計上基準 

売上の計上方法は、原則として、受注工事の引渡し

が完了した事業年度の売上として計上している。た

だし、工事期間が１年以上で、かつ、契約金額が５

億円以上の長期請負工事については、工事進行基準

を採用している。 

同左 



  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

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） 

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） 

８．リース取引の処理方法 ９．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

っている。 

同左 

９．ヘッジ会計の方法 10．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用している。 

ただし、金利スワップについては、特例処理の要

件を満たしている場合は特例処理を採用してい

る。 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ．ヘッジ手段……金利スワップ取引 

ヘッジ対象……借入金および社債 

ａ．ヘッジ手段……金利スワップ取引 

ヘッジ対象……借入金および社債 

ｂ．ヘッジ手段……為替予約 

ヘッジ対象……製品輸出による外貨建売上債

権、原材料輸入による外貨建買

入債務および外貨建予定取引 

ｂ．ヘッジ手段……為替予約等 

ヘッジ対象……製品輸出による外貨建売上債

権、原材料輸入による外貨建買

入債務および外貨建予定取引 

(3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

社内管理規程に基づき、金利変動リスクおよび為

替相場変動リスクをヘッジしている。 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計また

は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変

動の累計または相場変動とを比較し、両者の変動

額等を基礎にして判断している。 

同左 

(5）その他 (5）その他 

取引の実行および管理は、取締役会で決定された

基本方針に従って、経理部門にて社内管理規程に

基づき、決裁者の決裁を受けて行っている。 

同左 

10．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 11．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっている。 

同左 

(2）連結納税制度の適用 (2）連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用している。 同左 

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） 

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） 

（貸借対照表関係） ────── 

１．前期まで区分掲記していた流動資産の「短期貸付

金」（当期末残高781百万円）は、資産総額の100

分の１以下となったため、流動資産の「その他」

に含めて表示している。 

  



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．担保資産および担保付債務 １．担保資産および担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりである。 担保に供している資産は次のとおりである。 
  

  

建物 7,604百万円

土地 44,300 〃 

投資有価証券 1,032 〃 

計 52,936百万円

建物 3,554百万円

土地 33,778 〃 

投資有価証券 607 〃 

関係会社株式 822 〃 

長期貸付金 54 〃 

関係会社長期貸付金 320 〃 

その他（流動資産） 642 〃 

計 39,779百万円

担保付債務は次のとおりである。 担保付債務は次のとおりである。 
  
長期借入金 43,808百万円 長期借入金 31,737百万円

２．会社が発行する株式総数 ２．会社が発行する株式総数 
  

（普通株式） 2,000,000,000株

発行済株式総数（普通株式） 504,219,737〃

（普通株式） 2,000,000,000株

発行済株式総数（普通株式） 560,330,834〃

３．自己株式 ３．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式743,831

株である。 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式881,898

株である。 

４．保証債務について ４．保証債務について 

取引先に対する工事履行債務に対し、次のとおり保

証を行っている。 

取引先に対する工事履行債務およびリース債務に対

し、次のとおり保証を行っている。 
  

  

柏環境テクノロジー㈱ 1,777百万円

Hitz America Inc. 44 〃 

計 1,821百万円

柏環境テクノロジー㈱ 1,777百万円

㈱北海道ニーズ 86 〃 

Hitz America Inc.  14 〃 

計 1,879百万円

（上記には、外貨建による保証債務410千US$（44百

万円）が含まれている。） 

（上記には、外貨建による保証債務125千US$（14百

万円）が含まれている。） 
  
５．受取手形裏書譲渡高 97百万円 ５．        ────── 



  

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） 

６．関係会社に係る注記 ６．関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主なものは次のとおりである。 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対する主なものは次のとおりである。 
  

  

（資産の部）  

受取手形 4百万円

売掛金 10,816 〃 

前渡金 6,888 〃 

立替金 6,889 〃 

上記以外の関係会社に対す
る資産 

3,301 〃 

（負債の部）   

支払手形 7,271 〃 

買掛金 2,535 〃 

未払費用 15,008 〃 

預り金 10,897 〃 

（資産の部）  

受取手形 721百万円

売掛金 7,571 〃 

前渡金 5,791 〃 

立替金 6,310 〃 

上記以外の関係会社に対す
る資産 

4,932 〃 

（負債の部）   

支払手形 3,067 〃 

買掛金 6,673 〃 

未払費用 13,679 〃 

上記以外の関係会社に対す
る負債 

3,342 〃 

７．平成15年６月27日開催の定時株主総会において下記

の欠損填補を行っている。 

７．          同左 

  
資本準備金 8,762百万円

利益準備金 4,233 〃 

８．配当制限 ８．        ────── 

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は1,055百万

円である。 

  

９．        ────── ９．資本の欠損の額は16,481百万円である。 

10．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、土地再評価差額金を資本の部に計上している。 

10．土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行

い、土地再評価差額金を資本の部に計上している。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第

３号に定める地方税法第341条第10号の土地課税

台帳に登録されている価格に合理的な調整を行っ

て算定する方法により算出している。 

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令

（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第

３号に定める地方税法第341条第10号の土地課税

台帳に登録されている価格に合理的な調整を行っ

て算定する方法により算出している。 

・再評価を行った年月日…平成12年３月31日 ・再評価を行った年月日…平成12年３月31日 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額…△197百万円 

・再評価を行った土地の当期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額…△191百万円 



（損益計算書関係） 

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） 

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） 

１．関係会社に係る注記 １．関係会社に係る注記 

関係会社との主な取引高は、次のとおりである。 関係会社との主な取引高は、次のとおりである。 
  
仕入高 78,209百万円

受取配当金 4,535 〃 

仕入高 77,058百万円

受取配当金 3,019 〃 

２．研究開発費の総額 ２．研究開発費の総額 

一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費 

一般管理費および当期製造費用に含まれる研究開発

費 

3,329百万円 2,266百万円 

３．主として子会社㈱クリエイティブ株式の売却益であ

る。 

３．子会社内海造船㈱、日立造船情報システム㈱、日立

造船不動産㈱などの株式の売却益である。 

４．        ────── ４．豊中寮の売却益4,155百万円および東京地区社宅の

売却益183百万円である。 

５．        ────── 

  

５．当事業年度において、当社は以下の資産または資産

グループについて減損損失を計上した。 

当社は、主として事業部別および工場別にグルーピ

ングを行っている。また、売却予定等の資産につい

ては個別にグルーピングを行っている。 

堺工場は公共工事の減少等により営業損益が悪化し

ているため、河内長野社宅は平成20年３月の閉鎖が

決定したため、有明機械工場内用地、ＵＳＪ外地、

南港ビル前土地は売却方針を決定したため、水処理

営業権は水処理事業の一部撤退により営業権の資産

価値がなくなったため、各資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

(13,487百万円)として特別損失に計上した。 

場所 用途 種類 減損損失

(百万円) 

堺工場（堺市西区） 
主に鉄鋼

構造物生

産設備 

建物 1,052 

構築物 1,163 

土地 5,039 

計 7,255 

河内長野社宅（大阪府

河内長野市） 
大阪地区

社宅 

建物 1,668 

構築物 5 

土地 927 

計 2,602 

有明機械工場内用地

（熊本県玉名郡長洲

町） 
工場用地 土地 852 

ＵＳＪ外地（大阪市此

花区） 
駐車場 土地 1,922 

南港ビル前土地（大阪

市住之江区） 
駐車場 土地 736 

水処理営業権（大阪市

住之江区） 
環境事業

営業権 
営業権 120 

合計 13,487 



  

  

  次へ 

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） 

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） 

  なお、堺工場および河内長野社宅の回収可能価額は

使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フ

ローを５％で割り引いて算定している。 

有明機械工場内用地、ＵＳＪ外地、南港ビル前土地

の回収可能価額は、正味売却価額により測定してお

り、時価は、不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価

額もしくはそれに準ずる合理的に算定された価額を

使用している。 

６．        ────── ６．退職給付制度廃止に伴う、会計基準変更時差異およ

び数理計算上の差異の処理額などである。 

７．        ────── 

  

７．債務者の資産価値の下落等による回収不能見込額を

引当処理したものである。 

８．固定資産処分損の内訳は、建物167百万円、構築物9

百万円、機械装置65百万円、土地970百万円、その

他12百万円である。 

８．固定資産処分損の内訳は、建物97百万円、機械装置

81百万円、工具器具備品8百万円、その他1,610百万

円である。 

９．        ────── ９．鋼鉄製橋梁工事の独占禁止法違反に関する課徴金お

よび違約金である。 

10．        ────── 10．石綿労災認定を受けた当社元職員に対する弔慰金お

よび見舞金である。 

11．関係会社株式のうち、実質価額が取得原価より著し

く下落しており、回復の見込みがない株式の評価損

である。 

11．          同左 

12．        ────── 12．投資有価証券のうち、実質価額が取得原価より著し

く下落しており、回復の見込みがない株式の評価損

である。 



（リース取引関係） 

  

  

  次へ 

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） 

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） 

１．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

当額および期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 
  

  
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

車両運搬具 31 15 15

工具器具備品 1,268 765 502

ソフトウェア 253 200 52

合計 1,552 981 570

取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円） 

車両運搬具 23 11 11 

工具器具備品 1,037 705 331 

ソフトウェア 160 158 1 

合計 1,220 876 344 

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定している。 

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定している。 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 215百万円

１年超 355 〃 

合計 570百万円

１年内 122百万円

１年超 222 〃 

合計 344百万円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により算

定している。 

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により算

定している。 

(3）支払リース料および減価償却費相当額 (3）支払リース料および減価償却費相当額 
  

支払リース料 275百万円

減価償却費相当額 275百万円

支払リース料 212百万円

減価償却費相当額 212百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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、残存価額を零とする

定額法によっている。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．        ────── 

未経過リース料   
  

１年内 0百万円

１年超 － 〃 

合計 0百万円



（有価証券関係） 

有価証券 

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの 

  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 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額
（百万円） 

貸借対照表
計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

① 子会社株式 5,343 11,077 5,734 4,606 10,197 5,590

② 関連会社株式 933 1,794 861 1,215 4,171 2,956

合計 6,276 12,872 6,595 5,821 14,369 8,547



（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．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 
  
繰延税金資産  

有価証券評価損損金不算入額 10,355百万円

繰越欠損金 9,327 〃 

減損損失損金不算入額 3,073 〃 

退職給付引当金損金算入限度
超過額 

2,395 〃 

見積設計費損金不算入額 909 〃 

貸倒引当金損金算入限度超過
額 

839 〃 

研究開発費損金不算入額 358 〃 

その他引当金損金算入限度超
過額 

805 〃 

その他 1,883 〃 

繰延税金資産小計 29,949百万円

評価性引当額 △21,783 〃 

繰延税金資産合計 8,166百万円

   

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △727百万円

その他 △8 〃 

繰延税金負債合計 △735百万円

繰延税金資産の純額 7,430百万円
  

繰延税金資産  

繰越欠損金 9,738百万円

減損損失損金不算入額 8,386 〃 

退職給付引当金損金算入限度
超過額 

7,532 〃 

有価証券評価損損金不算入額 5,393 〃 

貸倒引当金損金算入限度超過
額 

1,203 〃 

見積設計費損金不算入額 606 〃 

研究開発費損金不算入額 265 〃 

その他引当金損金算入限度超
過額 

1,427 〃 

その他 2,894 〃 

繰延税金資産小計 37,449百万円

評価性引当額 △35,883 〃 

繰延税金資産合計 1,565百万円

   

繰延税金負債  

その他 △5百万円

繰延税金負債合計 △5百万円

繰延税金資産の純額 1,559百万円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 
  
法定実効税率 40.6 ％ 

(調整)  

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

189.7 ％ 

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 

△1,524.2 〃 

一時差異等のうち税効果が認識で
きないもの 

1,384.8 〃 

法人住民税均等割 46.7 〃 

連結納税制度適用に伴う影響 △17.9 〃 

その他 △123.2 〃 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △3.5 〃 

  

税引前当期純損失を計上しているため記載していな
い。 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益（純損失△）金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとお

りである。 

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） 

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） 

  

  

１株当たり純資産額 69円95銭

１株当たり当期純利益金額 22銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

19銭

１株当たり純資産額 33円44銭 

１株当たり当期純損失金額 49円47銭 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純
損失金額を計上しているため記載していない。 

    
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） 

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） 

１株当たり当期純利益金額または 

１株当たり当期純損失金額 

    

当期純利益または当期純損失（△） （百万円） 110 △25,429 

普通株主に帰属しない金額 （百万円） － － 

普通株式に係る当期純利益または 

普通株式に係る当期純損失（△） 
（百万円） 110 △25,429 

普通株式の期中平均株式数 （千株） 503,582 514,080 

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額 （百万円） △7 － 

（うち社債発行差金償却額） （百万円） △7 － 

普通株式増加数 （千株） 31,360 － 

（うち新株予約権） （千株） 31,360 － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

  ────── 第５回無担保転換社債型新

株予約権付社債（額面総額

30,000百万円）。 

なお、概要は「第４ 提出

会社の状況１．(2)新株予

約権等の状況」に記載のと

おりである。 



（重要な後発事象） 

  
  

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） 

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） 

当社の連結子会社である日立造船富岡機械㈱は、平成17

年３月10日開催の同社臨時株主総会において、同日付の

会社解散を決議し、現在、清算手続を進めているところ

である。 

当社は、平成17年５月24日開催の当社取締役会におい

て、日立造船富岡機械㈱の清算に伴う当社の個別財務諸

表に与える影響額について、以下のとおり決議した。 

  

受取配当金の計上について 

日立造船富岡機械㈱の清算手続において、残余財産分

配予定額が決定されたことに伴い、当社は日立造船富

岡機械㈱に対する持分に応じて受け取るべき残余財産

分配額16億円を、平成17年度個別決算において、営業

外収益における受取利息および配当金に計上する予定

である。 

────── 

  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．当社第５回無担保転換社債型新株予約権付社債（平

成18年３月発行）に付された新株予約権300個のうち、

平成18年４月13日付で60個、同年６月１日付で10個、同

年６月26日付で30個の権利行使があったことにより、当

社は、新たに普通株式64,800,236株を発行した。これに

より、同社債の残高および当社が現に発行する新株予約

権の数ならびに当社の発行済株式総数は、次のとおりと

なった。 

 第５回無担保転換社債型新株予約権付社債の残高 

20,000百万円 

 現に発行する新株予約権の数        200個 

発行済株式総数          625,131,070株 

  

２．福岡市発注のごみ焼却炉建設工事の入札において独

占禁止法違反行為があったとして提起された住民訴訟に

関し、当社を含む５社は、連帯して2,088百万円を同市に

支払うよう命じる福岡地方裁判所の判決が、平成18年４

月25日にあった。また、多摩ニュータウン環境組合発注

の同工事の入札に係る同様の住民訴訟に関し、当社は、

1,286百万円を同組合に支払うよう命じる東京地方裁判所

の判決が、平成18年４月28日にあった。なお、当社は、

これらに対して控訴している。 

  

３．当社を含む11社は、平成18年５月に、し尿処理施設

建設工事に関する独占禁止法違反の疑いにより、公正取

引委員会から刑事告発を受け、同年６月に大阪地方検察

庁から起訴され、現在公判手続き中である。また、これ

に伴い、当社は、国土交通省をはじめ各地方公共団体か

ら指名停止の措置を受けた。 

  

４．当社を含む５社は、ごみ焼却施設建設工事に関して

独占禁止法違反があったとして、平成11年８月に公正取

引委員会から受けた勧告を不応諾とし、審判が行われて

いたところ、平成18年６月27日に、公正取引委員会から

排除措置を命じる審決があった。 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

【債券】 

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

㈱ユー・エス・ジェイ 40,000 934 

日本ウジミナス㈱ 4,408 440 

西日本貿易㈱ 12,000 376 

関西国際空港㈱ 8,100 313 

日精㈱ 75,000 307 

日本原燃㈱ 26,664 266 

日本原子力発電㈱ 18,659 186 

新日本海フェリー㈱ 63,000 185 

㈱世界貿易センタービルディング 60,000 182 

P.T.Siner Oleochemical 
International Ltd. 

1,200 140 

その他（104銘柄） 36,802,392 2,386 

小計 37,111,423 5,720 

計 37,111,423 5,720 

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

満期保有
目的の債
券 

利付国債（８銘柄） 977 976 

地方債（３銘柄） 55 55 

小計 1,032 1,032 

計 1,032 1,032 



【その他】 

  

  

種類及び銘柄 投資口数等
貸借対照表計上額 
（百万円） 

有価証券 
売買目的
有価証券 

株式投資信託受益証券（４銘柄） 56,800,498 66 

公社債投資信託受益証券（２銘柄） 103,094,936 98 

小計 － 165 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

貸付信託受益証券（30銘柄） 363 363 

特別法人出資証券（５銘柄） 17 17 

小計 － 380 

計 － 545 



【有形固定資産等明細表】 

 （注）１．「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりである。 

  

２．「当期減少額」のうち主なものは、次のとおりである。 

  

なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで、減損損失の計上額である。 

  

３．無形固定資産の金額は資産の総額の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

載を省略した。 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額
（百万円） 

当期末残高
（百万円） 

当期末減価償
却累計額また
は償却累計額 
(百万円) 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末残
高（百万円） 

有形固定資産   

建物 33,571 225 
4,275
(2,720) 

29,521 14,708 1,150 14,813

構築物 11,527 486 
1,264
(1,169) 

10,750 4,818 628 5,931

機械装置 38,249 701 1,178 37,772 31,281 1,068 6,491

車両運搬具 381 2 － 384 361 3 22

工具器具備品 6,046 50 298 5,798 5,161 155 636

土地 64,815 3,827 
12,028
(9,477) 

56,614 － － 56,614

建設仮勘定 110 2,092 1,953 249 － － 249

有形固定資産計 154,702 7,386 
20,999

(13,367) 
141,089 56,330 3,007 84,758

無形固定資産   

営業権 － － － 480 480 120 －

特許権 － － － 3,046 2,536 126 509

借地権 － － － 177 － － 177

商標権 － － － 12 7 0 4

ソフトウェア － － － 1,808 1,443 236 364

施設利用権 － － － 371 229 11 141

無形固定資産計 － － － 5,895 4,698 494 1,197

長期前払費用 1,498 145 327 1,315 980 170 335

繰延資産   

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

土地 向島西工場 3,340 百万円 

建物 豊中寮 709 百万円 

  武蔵小杉社宅 340  〃 

機械装置 風洞実験設備 642  〃 

土地 豊中寮 1,200  〃 

  武蔵小杉社宅 791  〃 

  造船会館 487  〃 



【資本金等明細表】 

 （注）１．当期末における自己株式数は881,898株である。 

２．当期増加額は、転換社債型新株予約権付社債の権利行使によるものである。 

３．当期増加額は、自己株式の処分によるものである。 

  

【引当金明細表】 

 （注） 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率洗替額等である。 

  

  

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（注２）（百万円） 25,305 5,050 － 30,355

資本金のうち
既発行株式 

普通株式（注１、２） （株） (504,219,737) (56,111,097) (    － ) (560,330,834)

普通株式（注２） （百万円） 25,305 5,050 － 30,355

計 （株） (504,219,737) (56,111,097) (    － ) (560,330,834)

計 （百万円） 25,305 5,050 － 30,355

資本準備金お
よびその他資
本剰余金 

（資本準備金）    

株式払込剰余金（注
２） 

（百万円） － 5,050 － 5,050

減資差益 （百万円） 299 － － 299

（その他資本剰余金）    

自己株式処分差益
（注３） 

（百万円） 0 0 － 1

計 （百万円） 300 5,050 － 5,350

利益準備金お
よび任意積立
金 

（利益準備金） （百万円） 8 － － 8

（任意積立金）    

－ （百万円） － － － －

計 （百万円） 8 － － 8

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額
（百万円） 

当期減少額
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金 7,233 2,548 905 721 8,155

保証工事引当金 1,190 1,135 1,190 － 1,135

工事損失引当金 － 1,931 － － 1,931



(2）【主な資産および負債の内容】 

① 現金および預金 

  

② 受取手形 

（相手先別内訳） 

  

（期日別内訳） 

区分 金額（百万円）

現金 1 

預金 

当座預金 22,089 

普通預金 1,129 

通知預金 30,917 

定期預金 1,905 

別段預金 1 

計 56,043 

合計 56,045 

相手先 金額（百万円）

九州産廃㈱ 1,415 

北日本造船㈱ 448 

㈱アイメックス 252 

㈱内外テクノス 222 

㈱Hitzハイテクノロジー 120 

その他 1,532 

合計 3,992 

期日 金額（百万円）

平成18年４月満期 350 

５月 〃 452 

６月 〃 1,039 

７月 〃 460 

８月 〃 192 

９月 〃 78 

10月以降満期 1,418 

合計 3,992 



③ 売掛金 

（相手先別内訳） 

  

（売掛金の発生および回収ならびに滞留状況） 

 （注） 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれている。 

  

④ 原材料および貯蔵品 

相手先 金額（百万円）

㈱日立造船茨城発電所 4,289 

大成建設㈱ 4,081 

㈱かんでんエンジニアリング 3,564 

豊田市 3,312 

佐野市 2,548 

その他 48,925 

合計 66,721 

前期繰越高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高 
（百万円） 

次期繰越高
（百万円） 

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C) 

───── 
(A) ＋ (B) 

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

65,728 204,239 203,247 66,721 75.29 118 

区分 金額（百万円）

素材 3 

部品 505 

消耗品 77 

合計 586 



⑤ 仕掛品 

 （注） 上記その他の中には、販売用の土地として次のものが含まれている。 

関西地区（5,587㎡）558百万円 

  

⑥ 関係会社株式 

区分 金額（百万円）

環境装置・プラント 719 

鉄構・建機・物流 3,362 

機械・原動機 1,287 

その他 562 

社内工事 64 

合計 5,994 

銘柄 金額（百万円）

ユニバーサル造船㈱ 25,004 

アタカ工業㈱ 3,783 

㈱ブイテックス 2,211 

㈱アイメックス 1,290 

スチールプランテック㈱ 990 

その他（55社） 13,453 

合計 46,733 



⑦ 支払手形 

（相手先別内訳） 

  

（期日別内訳） 

  

⑧ 買掛金 

相手先 金額（百万円）

㈱アイメックス 766 

日立造船ディーゼルアンドエンジニアリング㈱ 641 

伊藤忠建機㈱ 549 

㈱プランテック 453 

ジオテックマシナリー㈱ 296 

その他 14,279 

合計 16,986 

期日 金額（百万円）

平成18年４月満期 5,345 

５月 〃 4,077 

６月 〃 3,193 

７月 〃 3,702 

８月 〃 574 

９月以降満期 93 

合計 16,986 

相手先 金額（百万円）

三井物産㈱ 1,825 

ＪＦＥ商事㈱ 1,694 

㈱メタルワン 1,690 

大機エンジニアリング㈱ 1,079 

㈱アイメックス 1,053 

その他 19,828 

合計 27,171 



⑨ 短期借入金 

  

⑩ 未払費用 

 （注） 未払工事費は完了した工事の未集計原価の見積計上額である。 

  

⑪ 前受金 

  

⑫ 社債 

  

相手先 金額（百万円）

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 10,210 

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 6,855 

みずほ信託銀行㈱ 3,500 

㈱京都銀行 3,500 

㈱広島銀行 3,400 

その他（８行） 15,545 

１年以内に返済予定の長期借入金 24,211 

合計 67,221 

区分 金額（百万円）

未払工事費（注） 11,831 

未払外注費 27,923 

未払利息 59 

その他 4,406 

合計 44,221 

区分 摘要 金額（百万円） 

環境装置・プラント ダイセル化学工業㈱向け ＯＦＴ製造設備ほか 14,481 

鉄構・建機・物流 国土交通省向け 尾原ダム洪水調節用放流設備工事ほか 2,646 

機械・原動機ほか 
㈱エネルギーアドバンス向け ガスエンジンコージェネ設備導入工
事ほか 

11,526 

合計 28,654 

銘柄 金額（百万円）

第５回無担保転換社債型新株予約権付社債 30,000 

第20回無担保社債 1,400 

合計 31,400 



⑬ 長期借入金 

  

⑭ 退職給付引当金 

  

(3）【その他】 

 当社を含む５社は、ごみ焼却施設建設工事に関して独占禁止法違反があったとして、平成11年８月に公正取引委員会から受

けた勧告を不応諾とし、審判が行われていたところ、平成18年６月27日に、公正取引委員会から排除措置を命じる審決があっ

た。また、これに関連して、住民訴訟７件が係属中であるが、このうち、福岡市発注のごみ焼却炉建設工事の入札に係る住民

訴訟に関し、当社を含む５社は連帯して2,088百万円を同市に支払うよう命じる福岡地方裁判所の判決が平成18年４月25日にあ

り、多摩ニュータウン環境組合発注の同工事の入札に係る住民訴訟に関し、当社は1,286百万円を同組合に支払うよう命じる東

京地方裁判所の判決が平成18年４月28日にあったが、当社はこれらに対して控訴している。 

 当社を含む26社は、平成17年６月に、鋼橋上部工事に関し、独占禁止法違反の疑いにより公正取引委員会から刑事告発を受

け、東京高等検察庁から起訴され、現在公判手続き中である。 

 当社を含む11社は、平成18年５月に、し尿処理施設建設工事に関する独占禁止法違反の疑いにより、公正取引委員会から刑

事告発を受け、同年６月に大阪地方検察庁から起訴され、現在公判手続き中である。 

  

  

相手先 金額（百万円）

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 33,129 

住友信託銀行㈱ 3,600 

㈱りそな銀行 3,555 

三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 1,312 

第一生命保険相互会社 650 

その他（２行） 556 

合計 42,803 

区分 金額（百万円）

一般職員 18,247 

出向受入者 50 

理事他 254 

合計 18,552 



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 500株券、10,000株券および100,000株券の３種類

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 500株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
大阪市中央区伏見町３丁目６番３号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社大阪証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 本店・支店
野村證券株式会社 本店・支店 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

株券喪失登録に伴う手数料 
１．喪失登録請求  １件につき  10,500円（税抜 10,000円） 
２．喪失登録株券  １枚につき    525円（税抜   500円） 

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所 
大阪市中央区伏見町３丁目６番３号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社大阪証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 本店・支店
野村證券株式会社 本店・支店 

買取・買増手数料 無料 

公告掲載方法 産経新聞 

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】 

 当社は、親会社等はない。 

  

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いる。 

(1)臨時報告書 

 平成17年５月24日関東財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号および第19号（固定資産売却

益および受取配当金の計上）に基づく臨時報告書である。 

(2)有価証券報告書およびその添付書類 

 事業年度（第108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30日関東財務局長に提出 

(3)半期報告書 

 （第109期中）（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月21日関東財務局長に提出 

(4)臨時報告書 

 平成18年２月１日関東財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第８号（鉄構事業に関する営業譲

渡）に基づく臨時報告書である。 

(5)臨時報告書 

 平成18年２月10日関東財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号および第19号（連結子会社の

株式の一部譲渡）に基づく臨時報告書である。 

(6)臨時報告書 

 平成18年２月28日関東財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号および第19号（連結子会社２

社の株式の譲渡ならびに固定資産売却益、退職給付制度終了損失、減損損失、固定資産処分損および貸倒引当金繰入額の計

上）に基づく臨時報告書である。 

(7)有価証券報告書の訂正報告書 

 平成18年２月28日関東財務局長に提出 

 事業年度（第108期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）の有価証券報告書に係る訂正報告書である。 

(8)有価証券届出書（日立造船株式会社第５回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特

約付））およびその添付書類 

 平成18年２月28日関東財務局長に提出 

(9)有価証券届出書の訂正届出書 

  平成18年３月９日関東財務局長に提出 

 平成18年２月28日提出の有価証券届出書の訂正届出書である。 

(10)臨時報告書 

 平成18年５月17日関東財務局長に提出 

 証券取引法第24条の５第４項ならびに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第15号の２（連結子会社の合併）に

基づく臨時報告書である。 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項はない。 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成17年6月29日

日 立 造 船 株 式 会 社     

  取 締 役 会 御 中   

  あ ず さ 監 査 法 人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 間 処 秀 一  印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 日根野谷 正人  印 

     
 
    

 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」に掲げられている日立

造船株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結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連結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、

当監査法人に連結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

含め全体としての連結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、上記の連結財務諸表が、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、

日立造船株式会社及び連結子会社の平成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連結会計年度の経

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

 （注）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、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成18年６月29日

日 立 造 船 株 式 会 社     

  取 締 役 会 御 中   

  あ ず さ 監 査 法 人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 園 木   宏  印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 日根野谷 正人  印 

     
 
    

 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」に掲げられている日立

造船株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結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連結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、

当監査法人に連結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

含め全体としての連結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、上記の連結財務諸表が、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、

日立造船株式会社及び連結子会社の平成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連結会計年度の経

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 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、当連結会計年度において29,057百万円の当期純損失を計上した結

果、当連結会計年度末における利益剰余金は△11,992百万円となり、これにより、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を

前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。 

２．重要な後発事象１．に記載されているとおり、会社は転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の権利

行使を受け、新たに普通株式を発行した。 

３．重要な後発事象２．に記載されているとおり、会社はごみ焼却炉建設工事の入札に係る住民訴訟に関し、福岡地

方裁判所及び東京地方裁判所より、それぞれ福岡市及び多摩ニュータウン環境組合に支払を命じる判決を受け

た。なお、会社はこれらに対して控訴している。 

４．重要な後発事象３．に記載されているとおり、会社及び連結子会社であるアタカ工業株式会社は、し尿処理施設

建設工事に関し、平成18年５月に公正取引委員会から刑事告発を受け、同年６月に大阪地方検察庁から起訴さ

れ、現在公判手続中である。 

５．重要な後発事象４．に記載されているとおり、会社はごみ焼却施設建設工事に関する公正取引委員会の審判につ

き、平成18年６月に公正取引委員会から排除措置を命じる審決を受けた。 

  

 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

 （注）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、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成17年6月29日

日 立 造 船 株 式 会 社     

  取 締 役 会 御 中   

  あ ず さ 監 査 法 人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 間 処 秀 一  印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 日根野谷 正人  印 

     
 
    

 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」に掲げられている日立

造船株式会社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第108期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、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、日立

造船株式会社の平成17年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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

 （注）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、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管している。 



  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成18年６月29日

日 立 造 船 株 式 会 社     

  取 締 役 会 御 中   

  あ ず さ 監 査 法 人   

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 園 木   宏  印 

  
指定社員 

業務執行社員 

  
  
公認会計士 日根野谷 正人  印 

     
 
    

 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」に掲げられている日立

造船株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第109期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、損失処理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、日立

造船株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は、当事業年度において25,429百万円の当期純損失を計上し

た結果、当事業年度末における利益剰余金は△16,365百万円となり、これにより、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。 

２．重要な後発事象１．に記載されているとおり、会社は転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の権利

行使を受け、新たに普通株式を発行した。 

３．重要な後発事象２．に記載されているとおり、会社はごみ焼却炉建設工事の入札に係る住民訴訟に関し、福岡地

方裁判所及び東京地方裁判所より、それぞれ福岡市及び多摩ニュータウン環境組合に支払を命じる判決を受け

た。なお、会社はこれらに対して控訴している。 

４．重要な後発事象３．に記載されているとおり、会社は、し尿処理施設建設工事に関し、平成18年５月に公正取引

委員会から刑事告発を受け、同年６月に大阪地方検察庁から起訴され、現在公判手続中である。 

５．重要な後発事象４．に記載されているとおり、会社はごみ焼却施設建設工事に関する公正取引委員会の審判につ

き、平成18年６月に公正取引委員会から排除措置を命じる審決を受けた。 

  

 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

 （注）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、その原本は有価証券報告書提出会社

が別途保管している。 
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