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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２４年１２月、東京路線１日４往復の運航にて開港した岩国錦帯橋空港

は、沖縄路線が平成２８年度夏ダイヤにおいて１日１往復加わり、平成２９年度

においては通年での運航となりました。 現在は東京路線５往復と合せて１日６

往復の航空便が就航しております。そして旅客数も平成２８年度は約４５万人、

平成２９年度は約５０万人と、２年連続で過去最高を記録しました。平成２９年度

の搭乗率については東京路線 71.1％、沖縄路線 60.5％で、いずれも前年度を

上回る結果でした。 

      また、平成２９年１２月には開港５周年を迎え、ほぼ時を同じくして空港利用

旅客数は累計２００万人に達しました。 

      開港時からの順調な空港利用者の増加に比例して、駐車場の不足が大き

な課題となっておりました。 そのため、平成２９年３月に一般駐車場内に立体

駐車場を完成させ、約３８%増の８５１台の収容力を確保しました。また、冬ダイヤ

開始にあわせて長期駐車車両については料金収受する改定を実施したことも

あって、回転率の高い、より確実に駐車できる環境へと変化を遂げることができ、

利用者へのサービス向上を実現することができました。 

また、利用者の快適性・利便性向上を目的としてターミナルビル増築計画を

進めており、平成２９年度においては基本設計・実施設計を完了しました。 平

成３０年度中の着工および竣工を目標としており、増築後にはロビー面積の拡

張、多目的室・飲食施設の設置等が実現する予定です。 

   

（2）  事業の成果 

      今期は利用旅客数の増加が好材料となり、航空会社の施設利用料およびレ 

ンタカー会社の歩合制賃料等が増収に貢献することとなり、当期の売上高は

過去最高の 290,076千円（対前年＋18,990千円、107.0％）となりました。 販

売費及び一般管理費は 245,187 千円（対前年＋3,331 千円、101.4％）となり

ました。 事務機器、消耗品等に係る費用の節減に努めた一方、新規の立体

駐車場の稼働にともなう定期点検などの維持費用、建設後５年を経過したタ

ーミナルビルの補修費用が増加してきたこと等が主な要因です。 

その結果、営業利益は 44,889 千円（対前年 15,659 千円、153.6％）となり

ました。受取利息等の営業外収益を加え、経常利益は 46,785 千円（対前年

27,860千円、247.2％）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 30,000千円及び 
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ターミナルビル増築のための設計等に対する補助として 50,000 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計上しました。   

結果、税引前当期純損益は改善し 88,237 千円（対前年＋27,794 千円）と

なり、昨年度を上回る黒字決算を達成することが出来ました。    

法人税等については 30,753千円（対前年＋9,248千円、143.0％）と増加し

ましたが、税引後の純利益は 57,484千円（対前年＋18,546千円、147.6％） 

と昨年度を上回る結果となりました。 

 

（3）  当社が対処すべき課題 

        堅調に乗降客が増加するなか、空港の利便性・快適性を向上させることの

重要性が増しています。 そのために、山口県からの補助金を活用したターミ

ナルビル増築計画を着実に遂行することが肝要と考えています。 あわせて、

現ターミナルビル施設の維持管理を適切に実施することも利用客への安全と

サービス品質を維持するために重要と認識しております。  

 一方、これらの取り組みの効果を最大化させるために、関係機関との連携、

お客様の視点での改善、迅速な対応などに留意するとともに、全ての下支え

となる経営基盤を強固にすべく営業収入の確保・財務体質の強化にも尽力し

てまいります。 

 

２. 設備投資等の状況  

空港機能強化事業として、平成２９年度は以下の設備投資を行いました。 

内容 投資額 摘要 

基本設計業務委託 *１） 14,000千円 ターミナル増築に関する設計業務 

実施設計業務委託 *2） 28,100千円 同上 

*1）うち 12,880 千円は県補助金を充当。 

*2）うち 25,703 千円は県補助金を充当。 

 

３. 財産および損益の状況の推移                    

区分 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

第６期 第７期 第８期 

売上高        249,490千円 271,085千円 290,076千円 

経常利益      22,549千円 18,925千円 46,785千円 

当期純利益   35,207千円 38,937千円 57,484千円 

1株当たり当期純利益  3,451円 71銭 3,817円 41銭 5,635円 69銭 

総資産        1,802,757千円 1,696,968千円 1,711,814千円 

純資産        551,500千円 590,438千円 647,922千円 

1株当たり純資産      54,068円 68銭 57,886円 10銭 63,521円 80銭 
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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 

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 広告宣伝業見学施設提供業 

⑤ 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・50Ｋℓﾀﾝｸ各 1基 

駐車場 16,724.91 ㎡ 851台収容 

計 27,923.87 ㎡  

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 5往復 10便  

岩国～沖縄線 1往復 2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 
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⑤ 従業員の状況 

男子 女子 計 平均年齢 平均勤続年数 

2名 1名 3名 39歳 4年 

   ※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 966,780千円 

 

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      4,000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  

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％ 

 

９. 会社役員に関する事項 

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 

取締役会長 柏原 伸二 ㈱ｶｼﾜﾊﾞﾗ・ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 会長 

代表取締役社長 末永 睦  

常務取締役 佐伯 英彦  

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㈱ 代表取締役社長 

監査役 山根 博明 山口銀行 取締役 岩国支店長 

監査役 金丸 眞明 西京銀行 代表取締役専務 

 


