
第99期 報告書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで



　当期における世界経済は、米国において緩やかな景気回復
基調が続き、ユーロ圏においても平成25年10〜12月の実質
GDP成長率が3四半期でプラス成長を維持するなど、回復の
兆しがみられました。一方、中国経済は、GDP成長率が7%台
に留まり、景気減速感が拭えない状況で推移しました。
　国内においては、経済政策、金融緩和策を受けた円安傾向
と株価の回復を背景に経済環境の好転、景気回復に明るい兆
しがみえてきた中、更に第4四半期においては消費税増税に
よる駆け込み需要の盛り上がり等、景況感の改善が幅広く波
及している姿が示されました。
　このような状況の下、当社グループは、全社重点事業戦略
として、「固体照明（LED、有機EL）事業の強化拡大」「光応用技
術の深掘りによる事業の創造」「海外事業の拡大」に取り組ん
でまいりました。
　セグメント別に申し上げますと、まず照明事業では、省エ
ネ・節電意識の高揚から需要が拡大しているLED照明事業に
経営資源を投入し、屋外用照明器具を中心に品揃えの強化を
図りました。LED照明事業の売上高が前年比約150%と予想
を上回る結果となり、HIDを主力とする従来型照明事業は需
要の落ち込みが継続しているものの、下落幅が予想より少な
かったため売上高は堅調に推移いたしました。
　また、光応用事業においては、映像用光源事業が今後の持
続的な成長拡大を見通すことが困難となったため、平成26
年6月末をもって当該事業から撤退いたしますが、トンネル
非常警報システムや道路情報システムを主力とする情報機
器商品について、改修案件が増加した影響等を背景に受注件
数の拡大に取り組んだ結果、光応用事業全体としての売上高
が前年比プラスとなりました。
　これらの結果、売上高は57,030百万円（前年度は52,062
百万円で9.5%の増加）、営業利益は2,437百万円（前年度は
905百万円で169.3%の増加）、経常利益は2,109百万円（前
年度は548百万円で284.8%の増加）、当期純利益は1,439

第99期の決算状況について
教えてください。

　株主の皆様には、平素より格別のご高配

を賜り厚く御礼申し上げます。

　ここに第99期報告書をお届けし、当社の

事業状況等についてご報告いたしますので

ご高覧いただきますようお願い申し上げます。

　株主の皆様には引き続きご支援賜ります

ようお願い申し上げます。

平成26年6月

ご あ いさつ

代表取締役社長 渡 邊 文 矢
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平成27年3月期
業 績 予 想

軸足を移し、LED照明を今後の事業の柱と位置づけ、省エネ、
省電力型商品の市場投入を積極的に行い、競争力の強化を
図ってまいります。また、従来型照明事業では、今後も減少傾
向が続くと見込まれる中で、HID器具は既存経営資源を有効
に利用しながらLEDにシフトし、HID光源はメンテナンス需
要の取込み等によるボリューム確保を行うとともに、コスト
抑制対策を実行し利益の維持を図ってまいります。
　光応用事業においては、中長期的な拡大を図っていくため
に、「殺菌・滅菌事業の拡大」「環境改善分野の事業展開の推進」

「FPD関連（光配向・有機EL）事業の拡大」「商品・市場の絞込み、
新規市場開拓」の4項目を重点戦略として進めてまいります。
　海外事業の拡大については、現地の規格に適合したLED製
品の海外生産体制を強化し、北米、シンガポール、上海の現地
法人を中心とした販売を推進してまいります。
　当社グループは、これらの課題に対応するため、市場の変
化に即応した人材最適化およびグローバル展開のための人
材育成、プロジェクトチームの積極的な活用によるテーマ推
進を行い、グローバル視点での知財戦略、調達戦略を強化し
てまいります。
　さらに、将来の事業の柱を積極的に探究するため、研究開
発およびマーケティング分野への経営資源の配分を重視し
てまいります。
　当社は平成26年8月18日に創立70周年を迎えますが、こ
れもひとえに株主の皆様をはじめ関係各位のご支援の賜物
と心から厚く御礼申し上げます。この70周年をひとつの節
目とし「飛躍の一里塚」とするべく、以上の経営施策を着実に
展開し、保有技術の強化と新規事業への展開を通して80周
年、100周年と持続的に成長できる企業体質の構築を図り、
企業価値の向上を目指してまいります。

　第100期の営業展開につきましては、照明事業では、国内
で600点、海外関係で400点と合わせて約1,000点のLED新
商品のリリースを計画しています。
　第99期におけるLED新商品は700点の計画に対して目標
を達成しており、第100期も引き続き積極的に新商品を増や
していくことで拡大するLED照明需要に対応し、拡販に注力
してまいります。特に工場や倉庫の高天井用や道路・公園用、
さらにスタジアム照明に代表されるスポーツ関連施設用な
どの分野でLED照明の売上増加が見込めると予想しており
ます。光応用事業については、企業の設備投資が緩やかに回
復基調にあることもあり、半導体、FPD（フラットパネルディ
スプレイ）関連の設備投資需要に注力し、受注に結び付けて
いきたいと考えております。

今後の事業展開については
どのようにお考えですか？Ⅱ

売 上 高 � 59,000百万円 営 業 利 益 � 2,200百万円
経 常 利 益 � 1,900百万円 当期純利益� 1,400百万円

　当社グループは、全社重点事業戦略として引き続き「固体
照明（LED、有機EL）事業の強化拡大」「光応用技術の深掘りに
よる事業の創造」「海外事業の拡大」の3項目を掲げて推進し
てまいります。
　照明事業においては、従来型照明事業からLED照明事業に

今後の取り組みや方向性を
教えていただけますか？Ⅲ

百万円（前年度は471百万円で205.0%の増加）となりました。
　また、株主の皆様の日頃のご支援に対する感謝の意を込め、
当期は1株当たり2円の期末配当を実施させていただきます。
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自然光が差し込んでいるようなキラキラした水の中のイメージを省エネに貢献するLEDの光で再現している。
水槽上部に設置されている照明器具はLED高天井
用照明器具（レディオック シーリングHB）

水量800tの日本海大水槽には高出力形LED投光
器（レディオック フラッド ブリッツ）を設置
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岩崎電気のひかり
照らす・灯す・浄める

屋内外設備を中心に岩崎電気が創っているひかりをご紹介します。

より充実した施設として生まれ変わった水族館の水槽をLED照明で照らし、
大幅な省エネと質の高い演出照明を実現
　新潟市水族館「マリンピア日本海」は約450種2万点の水生生物に
出会える日本海側最大級の水族館です。マイワシの大群やホシエイ
などが泳ぐ水量800tの日本海大水槽やマリントンネル、躍動感あふ
れるイルカショー、ペンギン海岸など見どころも豊富で、新潟市の観
光スポットとして人気を集めています。「マリンピア日本海」では施
設の老朽化により平成24年9月より改修工事を実施し、平成25年7
月15日海の日にリニューアルオープンしました。屋外には田んぼ・
砂丘湖など海から内陸に広がる新潟市の自然をモデルにした「にい
がたフィールド」を新設するなどさまざまな施設整備を行い、海や川
の生き物をより身近に感じることができる水族館に生まれ変わりま
した。館内の日本海大水槽には新たにのぞき窓を設置。照明や擬岩を
入れ替え、展示する魚類の種類も増えました。照明設備については省
エネに配慮したいという新潟市の意向を受け、サンゴ育成用照明な

新潟市水族館「マリンピア日本海」リニューアル

ど特殊な照明を除き、ほぼLED化を実現し、これまでメタルハライド
ランプを中心に使用していた光源をLED照明に更新しました。選定
にあたっては、水族館の職員の方々や市関係者立会いのもと、現地で
の照明実験を重ね、水槽の見え方を十分検討した上で決定しました。
水槽上部にLED高天井用照明器具（レディオック シーリングHB）を、
また水深5mの日本海大水槽には高出力形LED投光器（レディオック 
フラッド ブリッツ）を採用するなど、各水槽に合わせて適切なLED
照明器具を設置し、省エネに大きく貢献するLEDの光で快適な水槽
照明環境をつくり出しました。直進性の強いLEDの光の特性を活か
し、水面に自然光が差し込んでいるようなきらめきのある光景をつ
くることができ、大幅な省エネと質の高い演出照明を両立すること
ができたと考えています。また長寿命でランプ交換の手間を軽減で
きるLED照明は省メンテナンスにも貢献できます。



照射エリアは2000mm×2000mmで、複数の標準サイズ太陽電池を同時に照射できる
だけでなく、近年増加している大型太陽電池の照射試験にも対応できる。

薄膜太陽電池の製品国際評価基準IEC61646,Ed2.0　2008－05に対応する
ライトソーキング試験用ソーラーシミュレータ クラスBBA
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米国ニューヨーク州に開設されたクリーンエネルギー技術評価センターCECETに
アイ�ソーラールクス�太陽電池評価用ソーラーシミュレータを導入
　品質と安全に関するソリューション事業を世界に展開するテ
スト機関インターテックは米国ニューヨーク州において、太陽電
池 認 証 試 験 ラ ボ を ク リ ー ン エ ネ ル ギ ー 技 術 評 価 セ ン タ ー

（CECET）として開設しました。CECET太陽電池認証試験ラボ（以
下CECET）は屋内・屋外の試験設備を備え、太陽電池の発電能力、
使用年数による性能劣化、除雪、寒暖差など環境変化の影響を総
合的に試験し評価できる施設です。平成25年に米国は世界の太陽
電池設置量の10％を超える世界第3位の市場となり、今後も成長
が見込まれています。今回開設されたCECETはニューヨーク州北
部のコートランド市に立地し、この地域の研究者と太陽電池関連

インターテック／CECETアイ ソーラールクス 太陽電池評価用ソーラーシミュレータ

企業の利便性を高めることに貢献しています。アメリカ市場にお
いて“アイ ソーラールクス／EYE SolarluxTM”のブランドで岩崎
電気の光応用製品を担当するELINA社のEYE Applied Opticsグ
ループが今回のプロジェクトをサポートいたしました。CECETに
導入されたアイ ソーラールクス ソーラーシミュレータは、IECの
太陽電池の製品認証試験基準に適合し、屋内で太陽電池に人工太
陽光を照射して太陽電池の性能を評価する定常光試験機です。薄
膜太陽電池の製品国際評価基準IEC61646に対応するライト
ソーキング試験だけでなく、出力評価試験にも対応する高機能な
定常光ソーラーシミュレータです。
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　照明事業では、省エネ性の高い機器の需要が拡
大している中、LED照明事業は売上高、営業利益
とも堅調に推移しました。当社グループは、快適
な照明環境と高い省エネ効果が得られる照明機
器の開発を推進し、LEDの特性を最大限に引き出
すLED専用器具の開発と、既存器具の利用が可能
なLED照明商品の開発に注力してまいりました。
　カテゴリー別には道路・トンネル、街路、防犯灯、
投光器、高天井・施設用などを中心に新商品をリ
リースし、各地域での内覧会・技術セミナーを継
続して実施することで、省エネ商品の積極的な訴
求を展開いたしました。
　一方で、HIDを主力とする従来型照明事業は、
LED化の動きを受けて需要の落ち込みが継続し
ておりますが、下落幅は当初の見込みよりも小幅
に留まったことから業績の下支えとなりました。
　これらの結果、売上高は40,123百万円（前年度
は36,253百万円で10.7%の増加）、営業利益は
4,005百万円（前年度は2,619百万円で52.9%の
増加）となりました。

　光応用事業は、情報機器事業について、東日本
大震災以降、高速道路における道路情報板の有効
活用が見直されてきていることや、機器の改修案
件が増加している背景から、売上高は堅調に推移
しました。また、その他の事業では、半導体、FPD

（フラットパネルディスプレイ）関連メーカーを
中心とした設備投資、研究開発投資について、海
外では一部回復への兆しが見えているものの、国
内においては依然本格回復までには至っておら
ず、売上高、営業利益とも伸び悩みました。
　また、平成26年6月末に事業撤退をすることと
したプロジェクタ用映像光源事業は、大幅に出荷
数量が減少したことにより、売上高は前年を大き
く下回りました。
　これらの結果、売上高は16,967百万円（前年度
は15,869百万円で6.9%の増加）、営業利益は
150百万円（前年度は営業損失17百万円で168
百万円の改善）となりました。

照明事業

光応用事業
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純資産

営業利益売上高

総資産
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（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

科　目
第99期

平成25年4月 1 日から（ 平成26年3月31日まで ）
第98期

平成24年4月 1 日から（ 平成25年3月31日まで ）
売上高 57,030 52,062
売上原価 40,156 37,244
売上総利益 16,874 14,817
販売費及び一般管理費 14,437 13,912
営業利益 2,437 905
営業外収益 264 268
営業外費用 592 625
経常利益 2,109 548
特別利益 23 102
特別損失 204 71
税金等調整前当期純利益 1,928 579
法人税、住民税及び事業税 557 436
法人税等調整額 △87 △364
少数株主損益調整前当期純利益 1,457 508
少数株主利益 18 36
当期純利益 1,439 471

科　目
第99期

平成25年4月 1 日から（ 平成26年3月31日まで ）
第98期

平成24年4月 1 日から（ 平成25年3月31日まで ）
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,018 2,385
投資活動によるキャッシュ・フロー △881 △1,166
財務活動によるキャッシュ・フロー △840 △1,551
現金及び現金同等物に係る換算差額 359 178
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,656 △154
現金及び現金同等物の期首残高 11,865 12,019
現金及び現金同等物の期末残高 15,521 11,865

科　目 第99期
（平成26年3月31日現在）

第98期
（平成25年3月31日現在）

資産の部
流動資産 45,446 39,832
固定資産 22,027 21,126
　有形固定資産 15,939 16,224
　無形固定資産 494 509
　投資その他の資産 5,592 4,393
資産合計 67,473 60,959
負債の部
流動負債 22,176 16,320
固定負債 22,186 22,557
負債合計 44,362 38,878
純資産の部
株主資本 20,128 18,660
　資本金 8,640 8,640
　資本剰余金 2,013 6,189
　利益剰余金 10,384 4,739
　自己株式 △909 △908
その他の包括利益累計額 1,698 2,137
　その他有価証券評価差額金 1,167 716
　土地再評価差額金 2,507 2,536
　為替換算調整勘定 △243 △1,115
　退職給付に係る調整累計額 △1,732 －
少数株主持分 1,284 1,282
純資産合計 23,110 22,081
負債純資産合計 67,473 60,959

連結貸借対照表（要旨）

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）

連結損益計算書（要旨）
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商号
岩崎電気株式会社
IWASAKI ELECTRIC CO., LTD.
設立

昭和19年8月18日
資本金

8,640,598,473円
主な営業内容

各種光源、照明器具、光応用機器（紫
外線・赤外線・電子線応用）等の製造
および販売
<光源>
セラミックメタルハライドランプ、LED
ランプ、ハロゲン電球、紫外線殺菌
ランプ 等
<照明器具>
道路用照明、屋外施設用照明、屋内
施設用照明 等
<光応用機器>
紫外線殺菌、赤外線加熱、電子線照射、
植物育成 等
従業員数

連結　2,061名
単体　1,014名

事業所および工場

ショールーム「i Labo」

本社・ショールーム
〒103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町一丁目4番16号

全国に広がる営業・サービス網
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取 締 役
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渡　邊　文　矢
藤　井　英　哉
木　田　喜　正
五月女　和　男
加　藤　昌　範
髙　須　利　治
山　内　則　明
合　間　一　衛
山　城　興　英
山　崎　正　之

（平成２6年6月27日現在）

取締役および監査役

工場 3ヵ所
営業所・事務所 40ヵ所
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会社概要（平成２6年3月31日現在）



　当社では、報告書において株主様向けアンケートを実施いたしております。毎回アンケートにご協力いただき
ありがとうございます。ここに、前回アンケートの集計結果の一部をご紹介させていただきます。
　また、今回もアンケートを実施いたします。裏表紙の方法にてご協力くださいますようお願い申し上げます。
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当社をどこでお知りになりましたか？

財務諸表の掲載について、どのように思われますか。

今後、充実を希望する情報をお選びください。（複数回答あり）

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ
次期の業績見通しについての説明 67%

事業の内容や特徴 58%

業績（実績）に関する説明 39%

製品・サービスに関する情報 27%

社会貢献活動等のCSR 関係情報 6%

株主アンケート結果報告 3%

その他 3%

会社四季報･日経会社情報
経済誌･投資情報誌
アナリストレポート
証券会社の紹介
インターネット
当社社員・取引先
その他

18％
45％

12％

9％

6％4％

6％

有益
コメント・グラフも掲載して欲しい
グラフ化したもので充分
掲載の必要なし

21%
40%

36%

3％

情報誌を通じて覚えていただいた方が多
いようです。
他の媒体からの情報発信も進めていきた
いと考えています。

皆様のご期待に沿うべく、今後の誌面作
りの参考にさせていただきます。

掲載の仕方について検討いたします。

アンケートのご報告



発行可能株式総数 ��������239,000,000株
発行済株式の総数 �������� 78,219,507株

（自己株式3,839,390株を含む）
株主数 ���������������� 8,632名

大株主（上位10名）
株　主　名 持株数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,186千株 4.28％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,158千株 4.25％
株式会社みずほ銀行 2,838千株 3.82％
株式会社三井住友銀行 2,686千株 3.61％
株式会社損害保険ジャパン 1,984千株 2.67％
明治安田生命保険相互会社 1,800千株 2.42％
岩崎電気協力会持株会 1,633千株 2.20％
アイランプ社員持株会 1,421千株 1.91％
積水樹脂株式会社 1,217千株 1.64％
日本土地建物株式会社 1,213千株 1.63％

（注） 1.信託銀行各社の持株数は、信託業務に係る株式数であります。
 2. 当社は自己株式を3,839,390株保有しておりますが、上記大株主からは

除外しております。また、持株比率は、自己株式3,839,390株を控除し
て計算しております。

所有者別株式分布状況
 株数（千株） ％
銀行 5,877 7.52
信託銀行 13,145 16.81
生保・損保 5,814 7.43
証券会社等 962 1.23
その他国内法人 10,343 13.22
外国人・外国法人 9,032 11.55
個人・その他 29,207 37.34
自己株式 3,839 4.90

所有者別株主分布状況
 人数（名） ％
銀行 3 0.04
信託銀行 17 0.19
生保・損保 10 0.12
証券会社等 28 0.33
その他国内法人 188 2.18
外国人・外国法人 89 1.03
個人・その他 8,296 96.10
自己株式 1 0.01
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事業年度
毎年４月１日〜翌年３月31日
剰余金の配当基準日
３月31日

（中間配当を行う場合は９月30日）
定時株主総会
毎年６月下旬
単元株式数
1,000株
株主名簿管理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
みずほ信託銀行株式会社
公告方法
電子公告（http://www.iwasaki.co.jp/ir/koukoku/）
ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による公告をすることができない場合には、日本経済新聞に掲載して行います。

証券会社等に口座をお持ちの場合 証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）

郵便物送付先

お取引の証券会社等になります。

〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行　証券代行部

電話お問合せ先 フリーダイヤル  0120-288-324
（土・日・祝休日を除く 9:00〜17：00）

各種手続お取扱店
（住所変更、株主配
当金受取り方法の
変更等）

みずほ証券
　 本店、全国各支店および営業所プラネットブース（みずほ銀行内の店舗）

でもお取扱いたします。
みずほ信託銀行
　本店および全国各支店
　※トラストラウンジでは、お取扱できませんのでご了承ください。

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行およびみずほ銀行の本店および全国各支店
（みずほ証券では取次のみとなります）

ご注意
支払明細発行については、右の

「特別口座の場合」の郵便物送付
先・電話お問合せ先・各種手続お
取扱店をご利用ください。

特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。証券
会社等に口座を開設し、株式の振替手続を行っていただく必要があります。

株主メモ

株式の状況（平成26年3月31日現在）



http://www.iwasaki.co.jp/

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、
アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記ＵＲＬにアクセスいただき、
アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。

所要時間は5分程度です。

株主の皆様の声を
お聞かせください

http : //ｗｗｗ.e-kabunushi .com
アクセスコード　6924

ご回答いただいた方の中から
抽選で薄謝（図書カード500円）
を進呈させていただきます

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

いいかぶ 検索検索

QRコード読み取り機能のついた携帯電話をお使い
の方は、右のQRコードからもアクセスできます。

携帯電話からもアクセスできます

●アンケートのお問い合わせ 
  「e -株主リサーチ事務局」

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお手元に
到着してから約2ヶ月間です。

株主様向け
アンケート

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する
  「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。
（株式会社 a2mediaについての詳細http://www.a2media.co.jp）
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なし
にこれ以外の目的に使用することはありません。

製品情報から投資家向け情報まで充実しています。
当社ホームページでは、製品情報や納入施設例、会社情報など、
当社に関する様々な情報を詳しく知ることができます。

▼ 製品情報のページ▼ 納入施設例のページ

▼ トップページ

IR情報については、「投資家の皆様へ」の
ページに、業績や財務情報、ニュースリ
リースなどを掲載しています。
ぜひ、当社ホームページをご覧ください。

ホームページ紹介

▼「投資家の皆様へ」のページ 

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


