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事 業 報 告 

 

１. 株式会社の現状に関する事項 

 

（1） 事業の経過 

      平成 25年度における岩国錦帯橋空港の岩国-東京便の航空機搭乗旅客数 

は、開港 1年で国の需要予測 35万人を超え、年度でも 35万 1,846人（搭乗率 

71.9％）と堅調に推移しました。 

 特に、平成 25年度の年末年始においては 9連休に加えて、搭乗率が 90％と 

多くの搭乗旅客が空港を利用したことから、搭乗旅客の泊車が駐車場の容量を 

大幅に超すという初めての事態が発生しましたが、関係部署の協力のもと駐車 

場以外の空港敷地内用地を活用し、駐車場を要因とする便の遅延や乗り遅れ 

は発生させずにすむことが出来ました。 

 施設面においては、旅客ターミナルビルのガラス面が多い構造から朝日及び

西日の差し込みが予測を超えたためにｶﾞﾗｽ面の多くに電動ブラインドを設置し

対策を講じ、また、雨天時の通用口への雨の振り込み防止対策として庇を設置

し、納品物及び送迎時の旅客の濡損防止対策を行いました。 

 駐車場においては、実際に運用する中で発生する安全上の諸課題を解決す

る観点から、標識工・照明等の手直し工事を実施し当初 607 台であった駐車場

枠を 617台とし現在に至っています。 

期末の平成 26年 3月 30日からは、この堅調な搭乗実績を背景に地元からも 

要望の声があがり、全日本空輸㈱が 4便中 3便を従来の B737型機や A320型 

機に比べて座席数が約100名程度多い中型機のB767型機を就航させ、更なる 

利便性の向上及び搭乗旅客数の増加が期待されています。 

 施設面においても、B767就航に伴う搭乗旅客の増加に対応するため、旅客 

ターミナルビルにおいては、検査場の増設に伴う保安検査場の拡張、女子トイレ 

の増設、搭乗待合室座席の増設を就航日までに終了し、初便を迎えました。 

国際線においては、10月にハワイオアフ島への B767型機のチャーター便が 

就航し、開港 1年を待たずにチャーター便の実績を残す結果となりました。 

また、各種イベントや見学対応を積極的に行い、展望デッキの入場者数は 

59,320人（162人/日）、団体見学者は 5,673人という結果を残しました。 

 

（2）  事業の成果 

       今期は、初めて年間を通した営業活動を行うこととなり、安定的な固定収 

入である賃貸借料収入に加えて、売上に応じた歩合制契約を行っている売 

店・レンタカー及び展望デッキの売り上げも寄与した結果、当期の売上高は 

232,456千円となりました。 
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販売費及び一般管理費は営業開始に伴い費用計上が始まっている減価 

償却費を加えて、年間を通した維持管理費が発生したことで 219,049千円と 

なりました。 

その結果、営業利益は 13,407千円となりましたが、開業準備費の償却等 

△11,725千円を営業外損益で処理した結果、経常利益は1,682千円となりま 

した。 

なお、駐車場における搭乗者無料施策に対する補助として 30,000千円の 

県補助金が交付されており、その交付額については特別利益で処理を行っ 

ていますので、当期純損益は改善し 27,810千円を計上することとなり、通期 

での営業を開始した本年度より黒字決算を達成することが出来ました。 

 

（3）  当社が対処すべき課題 

平成26年度からの本格的なB767型機の就航に伴い発生する駐車場等の 

諸課題解決に向けて関係各部署と対処していくとともに、航空機利用者の安 

定的確保のために県や岩国市等をはじめ関係機関と協力して山口県東部地 

域をはじめ、特に広島県西部地域における利用促進活動を展開するとともに 

昨年と同様に、将来の利用者の確保に向けた学校等の社会科見学の推進、 

売店・展望デッキの売り上げに寄与する一般団体見学者の積極的な受入、各 

種イベントの開催による空港利用者の確保に努めてまいります。 

そしてこうした営業収入の確保に向けた努力を精力的に行っていくとともに 

費用においては適切な施設管理に努める中で支出抑制に取り組み、開業 2 

年目にむけた、黒字経営基盤の更なる構築に努めてまいります。 

 

２. 設備投資等の状況  

航空旅客ターミナルビル及び駐車場事業で平成 25年度は以下の設備投資

を行いました。本設備投資資金は自己資金にて対応しています。 

【航空旅客ターミナルビル事業】  

内容 投資額 摘要 

建物 2,301千円 保安検査場拡張工事 

建物附帯設備 4,910千円 WC増設、保安検査場拡張部電気設備工事 

構築物 7,906千円 通用口庇工事、展望ﾃﾞｯｷﾜｲﾔｰ改修 

工具器具備品 15,540千円 電動ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、PBB ｴｱｺﾝ、吊り下げﾜｲﾔｰ設置 

一括償却 3,918千円 搭乗待合室椅子 

計 34,575千円  
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【駐車場事業】 

内容 投資額 摘要 

構築物 1,280千円 照明設備工事 

ｿﾌﾄｳェｱ 400千円 管理計算機集計ｿﾌﾄ改修 

一括償却 396千円 無料認証器、入口基礎嵩上げ 

計 2,076千円  

 

３. 財産および損益の状況の推移                    

区分 
平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 

第 2期 第 3期 第 4期 

売上高        0 77,647千円 232,456千円 

経常利益      ▲11,741千円 ▲56,474千円 1,682千円 

当期純利益   ▲13,061千円 ▲37,798千円 27,810千円 

1株当たり当期純利益  ▲1,285円 51銭 ▲3,705円 68銭 2,726円 48銭 

総資産        816,367千円 1,768,347千円 1,804,581千円 

純資産        488,888,千円 451,090千円 478,900千円 

1株当たり純資産      47,930円 22銭 44,224円 54銭 46,951円 03銭 

 

４. 重要な親会社及び子会社の状況 

該当事項はありません。 

 

５. 主要な事業内容 

主な事業 

① 航空旅客及び航空貨物ターミナルビルの貸室業 

② 航空機燃料保管施設提供業 

③ 有料駐車場業 

④ 広告宣伝業 

⑤ 見学施設提供業 

⑥ その他定款に定めた事業 

 

６. 主要な営業所及び従業員の状況 

① 主要な営業所 

本社 山口県岩国市旭町３丁目１５番１号 

 区分 営業面積：国有地借用面積 備考 

航空旅客及び貨物ﾀｰﾐﾅﾙﾋﾞﾙ 8,496.49㎡  

航空機燃料貯蔵施設 2,702.47㎡ 100ＫＬﾀﾝｸ 1基 

駐車場 16,724.91㎡ 平面 617台収容 

計 27,923.87㎡  
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② 空港利用状況 

乗り入れ航空会社 

 全日本空輸株式会社 

③ 路線及び便数 

    岩国～東京線 4往復 ８便 

④ 入居者 

（航空旅客及び航空貨物ターミナルビル） 

     航空会社            1社 

     売店               1社 

     レンタカー会社         4社 

     警備（航空保安検査）会社  1社 

     空港警備派出所        1機関 

（航空機燃料保管施設） 

     施設管理及び給油会社   1社 

⑤ 従業員の状況 

男子 女子 計 平均年齢 平均勤続年数 

1名 1名 2名 38.5歳 3年 3 ヶ月 

   ※上記の他、契約社員 1名在籍 ※平均年齢、平均勤続年数、単位未満は切り捨て 

 

７. 主要な借入先及び借入額 

借入先 期末借入金残高 

岩国市 1,289,000千円 

 

８. 会社の株式に関する事項 

（1） 資本の額           480,000千円 

（2） 発行可能株式総数       24,000株 

（3） 発行済株式の総数       10,200株 

（4） 事業年度末の株主数       23名 

（5） 主な株主（上位 8名）  

主な株主  株数 持株比率 

山口県 4,000株 39.22％ 

岩国市 1,200株 11.76％ 

ANA ﾎｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞｽ 株式会社 600株 5.88％ 

株式会社 ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 600株 5.88％ 

和木町 400株 3.92％ 

中国電力 株式会社 400株 3.92％ 

ｻﾝﾃﾞﾝ交通 株式会社 400株 3.92％ 
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９. 会社役員に関する事項 

（１） 取締役および監査役の氏名等 

地位 氏名 他の法人等の状況 

代表取締役社長 柏原 伸二 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 

代表取締役社長 

取締役副社長 大村 愼一 山口県参与 

常務取締役 伊丹 善彦  

取締役 福田 良彦 岩国市長 

取締役 米本 正明 和木町長 

取締役 河内 秀夫 ｻﾝﾃﾞﾝ交通㈱ 常務取締役 

監査役 原元 典夫 山口銀行 取締役 

監査役 金丸 眞明 西京銀行 代表取締役専務 

1 取締役米本正明は平成 25年 11月 1日に就任しております。 

2 取締役古木哲夫は平成 25年 10月 31日に辞任しております。 

3 監査役原元典夫は平成 25年 8月 1日に就任しております。 

4 監査役村田敏彦は平成 25年 7月 31日に辞任しております。 
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