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　向暑の候、株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御
礼申し上げます。

　日本経済は、依然として厳しい状況にあるものの徐々に持ち直しつつあります
が、東日本大震災の影響、タイの洪水被害、欧州の債務問題や円高の定着・長
期化などにより、先行き不透明な状況が続いております。このような状況の下、平
成24年3月期における当社の業績は、照明事業は売上高前年度比プラスとなりま
したが、光応用事業が想定以上の厳しい結果となり、全体として前年度を下回る
実績となりました。
　照明事業につきましては、省エネニーズの高まりからLED製品の売上が増加し
ています。今年度も引き続きLED製品の販売拡大を図るために、新製品の数は
前年度の約2倍の500点を実現する予定です。前年度末の時点で総品番数約
700点のLED 製品群に上乗せする形で、シェア拡大に取り組んでまいります。セラ
ミックメタルハライドランプについても、工場・体育館など高天井向けの中高ワットタ
イプ（200～600W）の取り替え需要などが伸びており、節電が求められる時代の
ニーズにお応えする製品の拡販に注力してまいる所存です。
　光応用事業につきましては、国内はもとより中国や台湾などの海外市場向けに、
ソーラー関連製品および液晶パネルの視認性を向上させる光配向装置などを展開
しています。また、UVテスターをはじめとする環境試験装置の海外生産・販売を
本年中に開始するなど、海外ビジネスの強化に努めております。
　当社は全社重点施策として掲げている「海外ビジネスの強化」「事業収益構
造の再構築」「LED事業の強化拡大」「HID光源のさらなる進化」の4施策を、
今期も引き続き推進してまいります。特に「LED事業の強化拡大」については、
これからピークを迎えるLED需要に対応すべく全国主要都市の営業所に民需専
任の営業部署を設け、より積極的に拡販を進めています。
　今後とも業績の向上に向け鋭意努力していく所存でございますので、株主の皆
様には一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

平成24年6月
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代表取締役社長 渡 邊 文 矢

ごあいさつ



当社グループは海外ビジネスの拡大、事業収益構造の再構築、LED事業の強化拡大およびHID光源のさらなる進化等に取り組
んでまいりましたが、欧州の政府債務問題に端を発する海外景気の下振れ懸念や円高の定着・長期化など外部環境の影響が大
きく全体として前年度を下回る結果となりました。
売上高は53,269百万円（前年度は54,158百万円で1.6％の減少）、営業利益1,451百万円（前年度は2,981百万円で51.3%の
減少）、経常利益1,197百万円（前年度は2,585百万円で53.7%の減少）となりました。
当期純利益については法人税等調整額を420百万円計上したことの影響等により、414百万円（前年度は1,731百万円で76.1%の減少）となりました。
また、当期末における総資産は61,486百万円となり、前期末と比べ1,134百万円の減少となりました。このうち流動資産は
472百万円減少し、固定資産は662百万円減少いたしました。
負債の部は1,620百万円減少しております。このうち流動負債は2,153百万円増加し、固定負債は3,773百万円減少いたしました。
純資産の部では485百万円増加しております。

Q
A

決算状況について教えてください。

LED照明については、今後も価格競争の激化が予想されますが、引き続き市場の拡大が期待されます。
平成24年3月期におけるLED関連の売上高は57億円となりました。
今後の見込みといたしましては、平成25年3月期には100億円、平成28年3月期には250億円を目指しております。
LED製品は言うまでもなく高効率化、長寿命、耐久性に優れております。
今後も環境保護の観点に立って昨今の電力事情の課題に向き合い、より高い省エネ効果が得られる照明機器の開発に取り組んでまいります。

Q
A

当社のLEDの売上高を教えてください。

経営の意思決定および執行監督機能と業務執行機能を分離することにより職務責任を明確化するとともに、経営環境の変化
に迅速に対応し、経営の効率化を図るため執行役員制度を導入いたしました。
6月28日付けで6名が選任され、うち取締役兼務者が4名となっております。
また、経営の透明性と客観性を確保するため、同日開催された第97回定時株主総会において、社外取締役を1名選任いたしました。
以上の取り組みを行い、当社のコーポレート・ガバナンスの強化を図ってまいります。

Q
A

執行役員制度の導入および社外取締役の選任について開示がありましたが、
どのような理由から実施することにしたのでしょうか？
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（単位：百万円）

 連結貸借対照表（要旨）
（単位：百万円）

 連結損益計算書（要旨）

（単位：百万円）

 連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）

科　目
第97期

平成23年4月 1 日から（ 平成24年3月31日まで ）
第96期

平成22年4月 1 日から（ 平成23年3月31日まで ）
売上高 53,269 54,158 
売上原価 38,232 38,028
売上総利益 15,036 16,129
販売費及び一般管理費 13,585 13,147
営業利益 1,451 2,981
営業外収益 491 434
営業外費用 745 831
経常利益 1,197 2,585
特別利益 128 522
特別損失 38 1,174
税金等調整前当期純利益 1,287 1,933
法人税、住民税及び事業税 382 493
法人税等調整額 420 △ 344
少数株主損益調整前当期純利益 483 1,783
少数株主利益 69 52
当期純利益 414 1,731

科　目
第97期

平成23年4月 1 日から（ 平成24年3月31日まで ）
第96期

平成22年4月 1 日から（ 平成23年3月31日まで ）
営業活動による
キャッシュ・フロー 42 2,911
投資活動による
キャッシュ・フロー △ 940 △ 169
財務活動による
キャッシュ・フロー 9 △ 830
現金及び現金同等物に
係る換算差額 △ 21 △ 149
現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） △ 910 1,761
現金及び現金同等物の
期首残高 12,929 11,168
現金及び現金同等物の
期末残高 12,019 12,929 

科　目   第97期
（平成24年3月31日現在）

第96期
（平成23年3月31日現在）

資産の部
流動資産 40,544 41,016
固定資産 20,941 21,604
　有形固定資産 16,798 17,305

　無形固定資産 506 568
　投資その他の資産 3,636 3,729

資産合計 61,486 62,620

負債の部
流動負債 22,057 19,904
固定負債 18,640 22,413

負債合計 40,697 42,317

純資産の部
株主資本 17,936 17,476
　資本金 8,640 8,640

　資本剰余金 6,189 6,174

　利益剰余金 4,014 3,600

　自己株式 △ 908 △ 939

その他の包括利益累計額 1,552 1,453
　その他有価証券評価差額金 382 344

　土地再評価差額金 2,789 2,593

　為替換算調整勘定 △ 1,619 △ 1,484
少数株主持分 1,299 1,372

純資産合計 20,788 20,302
負債純資産合計 61,486 62,620
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　照明事業では、省エネに注力した提案および新商品開発を
中心に営業展開を推進してまいりました。国内市場別では、工
場・商業施設向けの民需関連は、震災後の節電により、HIDラン
プを中心としたメンテナンス需要は減少したものの、省エネ
ニーズの高まりからLED器具が増加し、民需営業体制を強化
したこともあり全体的に増加となりました。一方、公共事業関連
では、トンネル向けは増加したものの、道路向けが減少となり、
また海外向けは、円高の定着等の影響により減少となりました。
　これらの結果、売上高35,442百万円（前年度は34,297
百万円で3.3%の増加）、営業利益1,977百万円（前年度は
2,047百万円で3.4%の減少）となりました。
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セグメント情報／照明事業

　「LEDioc（レディオック）LEDライトバルブ」は、HIDランプの
ように全周に広がる配光を持つ業界最高レベル※の高効率LED
ランプです。発光面積の広い高効率LEDモジュールの採用に
より水銀ランプと同様な明るさと配光を実現。ランプと安定器を
交 換するだけで、既 存の器 具がそのまま利用できるので
リニューアル投資額を低く抑えることが可能です。水銀ランプから
置き換えた場合、消費電力を60%以上削減でき、ランプ効率が
2倍以上、定格寿命では3倍以上となり、電気料金の軽減、CO₂
排出量の削減に貢献します。街路灯や公園灯などの新しい光
源として新規はもちろん、置き換え需要に向け積極的に拡販
を進めてまいります。
※2012年2月現在 当社調べ

全周配光を実現した
高効率LEDランプ

「LEDioc LEDライトバルブ」を発売

LEDioc LEDライトバルブ
30Wタイプ（E26口金形）

LEDioc LEDライトバルブ
72Wタイプ（E39口金形）
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　LEDの特長を活かした機能とデザインの「LEDioc AREA タイプ
D（レディオック エリアタイプD）」は、124W（200V時・平均）の
消費電力で水銀灯400Wと同等以上の明るさを達成し、約70%
の省エネを実現するLED街路灯です。専用の調光コントローラ
との連動により、時間帯に応じたきめ細かい調光制御が可能で
さらなる省エネ化を図ります。また、初期光束補正機能を持ち、
設置後初期の過剰な明るさを補正。寿命末期まで明るさを一定に
保ち余分な電力を抑制します。公園・広場・駐車場などのエリア
照明の他、歩行者道路、建築外構などに最適な高出力形LED
街路灯です。

　「LEDioc HIGH-BAY Λ（レディオック ハイ ベイ ラムダ）」
は、メ タ ル ハ ラ イド ラ ン プ400Wと 同 等 以 上 の 明 る さ を
215W（定格）の消費電力で実現し、約50%の電力・CO₂排出量の
削減を可能にしました。器具光束は24,000ℓm（定格）と高出力
で、初期光束補正機能により設置初期から自動的に調光し、省エ
ネ・節電効果を向上させています。60,000時間の長寿命でラン
プ交換作業の手間を省き、メンテナンスコストも大幅に削減。
工場や倉庫、体育館、商業施設、公共文化施設などの高天井用照明
として、幅広い分野の施設での省エネ提案を展開してまいります。

時間帯に応じた
調光制御が可能なLED街路灯

「LEDioc AREA タイプD」を発売

約50%の消費電力削減を可能にする
LED高天井用照明器具

「LEDioc HIGH-BAY Λ（ラムダ）」を発売

LEDioc AREA タイプD
電球色タイプ（3000K）

LEDioc HIGH-BAY Λ

LEDioc AREA タイプD
昼白色タイプ（5000K）
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　光応用事業は、期初より厳しい状況を予想しておりました
が、国内企業の停滞感や新興国の成長鈍化、円高の定着等に
より、想定以上の厳しい結果となりました。特に液晶プロ
ジェクター光源は、数量の減少および販売価格の下落により、
売上高、利益ともに前年を大きく下回りました。また装置関
連では、道路標示装置等一部増加がありましたが、液晶、半導
体、太陽電池、自動車など総じて厳しい状況が続きました。
　これらの結果、売上高17,914百万円（前年度は19,861
百万円で9.8%の減少）、営業利益1,116百万円（前年度は
2,551百万円で56.2%の減少）となりました。

セグメント情報／光応用事業
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　光源＋光学フィルターにより、1台で多種多様な光を再現する
ことができる装置「スペクトル可変光シミュレータ」は、太陽光や
蛍光灯、白色LED、ハロゲン電球など、屋内外の様々な種類の光を
再現することを可能にしました。①屋外で使用される様々な材料
の環境模擬、比較試験、②屋内で使用される様々な材料の環境
模擬、比較試験、③衣料などの色評価、④携帯電話、時計、ゲーム機
などの携帯端末画面の視認性評価、など幅広い用途に使用する
ことができ、経済的かつ省スペース化を図れます。今後様々な
分野の研究開発部門などからの需要が期待でき、拡販に注力いた
します。

多様な生活空間の
光を再現する

「スペクトル可変光シミュレータ」

スペクトル可変光シミュレータ
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　当社が大きな国内シェアを持つ自動車衝突試験用高速度撮影
照明システムに、LEDタイプの新製品をラインアップしました。
従来のHIDランプ方式と比較し、①LED方式は照度安定までの
待ち時間がなく、撮影準備が短縮できる、②光源からの発熱量を
大幅に抑えられるため、試験対象物への熱影響を軽減できる、
③大幅な省エネを実現しCO2排出量を削減、④長寿命のため
ランニングコストを大幅に削減、などのメリットを持ちます。
これまでの自動車メーカーでの衝突試験では、運転者、同乗者の
保護を主目的として研究が進められてきましたが、今後は衝突の
際の歩行者への安全性評価も自動車の付加価値として注目されつつ
あり、自動車衝突試験は自動車業界の研究開発において、さらに
重要な試験に位置づけられるものと思われます。「LED式高速度
撮影用光システム」は、これらの試験に大きな役割を果たす装置
として、今後需要が見込める新製品です。 　近年、シックハウス症候群の問題を発端に、住環境における揮

発性有機化合物（VOC）の対策が進められるようになりました。
このような社会的背景から、自動車メーカーにおいても自動車の
車内環境におけるVOC発生量について問題視するようになり、
VOC発生量の低減を図るために自動車車内環境に配慮したクル
マづくりが進められています。
　岩崎電気の自動車環境試験装置（VOC試験装置）は温度制御機
能に加え、当社独自の赤外線ランプおよび近似太陽光メタルハラ
イドランプを採用し、配光制御機能を備えた車1台をまるごと収
納することができる大型環境試験装置を販売しております。
　この環境試験装置はVOCに関する国際規格を含む各種試験規
格に適合し、その他冷熱サイクル試験、合成樹脂部品の高温試験、
加振試験もカスタマイズで対応できます。
　岩崎電気の光応用技術は自動車室内の居住環境の安全にも大
きな役割を果たし、光・環境カンパニーとしてこれからも自動車
業界に様々な提案を行って参ります。
※VOC:（Volatile Organic Compounds:揮発性有機化合物）

LEDタイプの自動車衝突試験用
高速度撮影照明システム

「LED式高速度撮影用光システム」

車室内の環境に配慮した環境試験装置
「自動車環境試験装置（VOC試験装置）」

LED式高速度撮影用光システム構成図

自動車環境試験装置（VOC試験装置）
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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

従業員数
連結2,135名　単体1，036名

代表取締役社長
常 務 取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
常 勤 監 査 役
常 勤 監 査 役
監 査 役
監 査 役

渡　邊　文　矢
渥　美　益　明
井　上　雅　伸
藤　井　英　哉
川　尻　達　之
木　田　喜　正
五月女　和　男
髙　須　利　治
山　内　則　明
合　間　一　衛
兵　頭　宏　和
山　城　興　英

全国に広がる
営業・サービス網

その他の事業所
工場3ヵ所
営業所・事務所41ヵ所
技術研究所1ヵ所
技術設計センター2ヵ所
ＣＳセンター1ヵ所

事業所および工場

取締役および監査役

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

ショールーム「i Labo」

（平成２4年6月28日現在）

 営業所
 事務所
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会社概要（平成２4年3月31日現在）

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。
http://www.iwasaki.co.jp/

■ ホームページ紹介

5月21日付で大阪支店は
廃止いたしました。



発行可能株式総数……………………239,000,000株
発行済株式の総数…………………… 78,219,507株
株主数………………………………………… 10,501名

大株主の状況
株　主　名 持株数 持株比率

株式会社みずほコーポレート銀行 2,838千株 3.81％
株式会社三井住友銀行 2,686千株 3.61％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,038千株 2.73％
明治安田生命保険相互会社 2,000千株 2.68％
株式会社損害保険ジャパン 1,984千株 2.66％
岩崎電気協力会持株会 1,607千株 2.16％
第一生命保険株式会社 1,495千株 2.00％
アイランプ社員持株会 1,401千株 1.88％
シービーエヌワイ　デイエフエイ　インターナ
ショナル　キャップ　バリュー　ポートフォリオ 1,382千株 1.85％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,313千株 1.76％

（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．持株比率は、自己株式3,833,124株を控除して計算しております。

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）

郵送物送付先

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）

みずほインベスターズ証券
　本店および全国各支店
　プラネットブース（みずほ銀行内の店舗）
みずほ信託銀行
　本店および全国各支店

未払配当金のお支払
みずほ信託銀行　本店および全国各支店

みずほ銀行　本店および全国各支店
（みずほインべターズ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・電話お問い
合わせ先・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。
みずほインベスターズ証券で単元未満株式の買増
請求手続きをされる場合は、事前にみずほ信託銀行
が指定する口座に送金していただく必要があります。

所有者別株式分布状況

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。

※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。

TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）  MAIL：info@e-kabunushi.com●アンケートのお問い合わせ 「e-株主リサーチ事務局」

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。

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

株主の皆様の声をお聞かせください

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。

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

空メールにより
URL自動返信

●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。

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

信託銀行 11.26％

銀行 7.51％

個人・その他 45.74％

自己株式 4.90％

外国法人等 4.31％ その他の法人 13.51％

金融商品取引業者 2.82％

生保・損保他 9.95％
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　東京と名古屋を結ぶ東名高速道路と並行して走る「新東名
高速道路」の一部区間が2012年4月14日、開通しました。
　静岡県の御殿場ジャンクションから三ヶ日ジャンクション
までの約162キロで、一度に開通する距離としては日本の高速
道路史上最長となります。従来の東名高速道路と比べ、カーブや
坂道が緩やかな設計で道路が直線に近いなど、安全性・
快適性に配慮してつくられた高速道路であることを特長と
しています。
　また、サービスエリアには新しい形態の商業施設「NEOPASA

（ネオパーサ）」が誕生するなど、今まで以上に充実したドライブ
や旅行が楽しめる環境が整っています。

　当社では、ジャンクション・インターチェンジ・サービスエリア・
パーキングエリア照明、さらにトンネル内の視認性を向上
させた照明システム（プロビーム）などに、LEDやセラルクスを
光源とする照明器具を多数納入。省エネに貢献する高品質な
あかりで、新しい高速道路を安全・快適に照らしています。
さらに、情報板の紫外線投光器という特殊技術を応用した製品、
トンネル内避難誘導灯などの情報機器で交通安全対策に貢献
しています。

新しい日本の大動脈
「新東名高速道路」を
安全・快適に照らすあかり

浜松サービスエリア付近（静岡県）

粟ヶ岳トンネル照明（静岡県）

駿河湾沼津サービスエリア（静岡県）

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

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。

岩崎電気のひかり


