
証券コード：6924

第98期 中間報告書
平成24年4月1日から平成24年9月30日まで



　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、内需が緩やかに持ち直しつつあるものの、欧州の政府
債務問題や円高・株安の影響などにより、先行き不透明な状況が続い
ております。こうした中、当上半期における当社の業績は、売上高が
前年同期を下回る実績となりましたが、営業利益におきましては、LED 
新製品の拡大およびコスト削減効果に加えてHID商品が微減で留まっ
たことにより、前回業績予想数値を上回る結果となりました。
　照明事業につきましては、売上高前年同期比プラスとなっており、売
上が大幅に伸びているLED製品のさらなる拡大を図ってまいります。今
年度500点の新製品を展開する計画で、LED照明市場におけるシェア
拡大を目指します。
　光応用事業につきましては、厳しい状況が続いておりますが、液晶
パネルの視認性を向上させる光配向装置の具体的な事業展開を図ると
ともに、海外向けのUVテスターなどの製品開発を積極的に進めていき
たいと考えております。
　当社は全社重点施策の一つである「LED事業の強化拡大」を推し
進め、業界トップクラスの性能を誇る新型LED道路灯を発売しました。
国内約400万基に及ぶ道路灯を順次LED化していくという目標を掲げる
「国土交通省/ガイドライン」の設計条件に適合した製品で、得意分野
での拡販に注力してまいる所存です。今後も製品開発のスピードアップ
に取り組みながら、日本のみならず海外でも製品開発を進め、業績の
向上に一層努力してまいります。
　株主の皆様におかれましては、何卒倍旧のご支援ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。

平成24年12月
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ごあいさつ

代表取締役社長 渡 邊 文 矢



中間決算状況と平成25年3月期（通期）
の見込みについて教えてください。

　当中間期における当社グループは前期に引き続き
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。
　特に需要が急拡大しているLED事業には経営資源を
重点的に投入して事業拡大に注力してまいりました。
　これらの結果、当中間期の売上高は21,984百万
円（前年同期は22,949百万円で4.2％の減少）、営
業損失601百万円（前年同期は152百万円で449
百万円の悪化）、経常損失829百万円（前年同期は
330百万円で498百万円の悪化）、純損失は610
百万円（前年同期は353百万円で256百万円の悪
化）となりました。
　また、当中間期における総資産は58,315百万円
となり、前年と比べ3,171百万円の減少となりまし
た。その主な要因は、資産の部では現金及び預金の増
加166百万円、たな卸資産の増加613百万円、受取
手形及び売掛金の減少3,964百万円、有形固定資産
の減少463百万円によるものです。
　負債の部では支払手形及び買掛金の減少3,075
百万円、純資産の部は666百万円減少しております。
その主な要因は、純損失610百万円による利益剰余
金の減少であります。
　また、平成25年3月期の連結業績予想についてで
すが、売上高は55,000百万円、営業利益900百万
円、経常利益600百万円、当期純利益は500百万円

中間期を終えて、トピックスは
どのようなものがありますか。

　当中間期はLED関連が工場・倉庫向け高天井LED照
明、電材ルートによるLEDアイランプ、看板灯等に使
われる小型LED投光器の販売等、好調に推移いたしま
した。
　当中間期におけるLED照明の売上高は前年同期の2
倍弱の38億円となり、照明事業における売上高の比
率が25％を占めるまでに至りました。
　平成25年3月期におけるLED新製品は計500点を
リリースする計画を立てており、当中間期では計230
点、官公庁案件が本格化する後半6ヶ月間は計270点
の製品化を予定しております。
　また、平成25年3月期（通期）におけるLED関連の
売上高は100億円（前年57億円）を目指しております。
　また、光応用事業では、今後期待できる分野として、
液晶パネルの画質（コントラスト）を向上させる光配
向装置の具体的な事業展開を計画しております。

を見込んでおります。
　これは市況動向など不透明な要素が多いため、平
成24年5月10日公表時の予想を現時点では据え置
いております。
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トップインタビュー
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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。

　弘前市では、東北新幹線全線開通や弘
前城築城400年祭などを契機に、歴史・
文化・自然など恵まれた様々な観光資源
を活かした通年の観光づくりを目指し取
り組んでいます。平成22年2月には「弘
前市歴史的風致維持向上計画」の認定を
受け、弘前市固有の歴史的・文化的資産の
維持・向上を図り、積極的にまちづくりに
活用し、市民が誇りに思い、来街者にとっ
て魅力溢れるまちをつくり上げ、後世に
継承していくこととしています。これら

の計画に関連して、弘前の夜の景観を個
性的で魅力的なものにするための「観光
資源ライトアップ推進事業」として、弘前
公園や長勝寺三門をはじめ、市内に現存
する歴史的建造物のライトアップが実施
されました。省エネに配慮し環境にやさ
しい光として、ライトアップ用の光源に
は主にLEDが使用され、城下町の風情、
佇まいを美しく光でつなぎ、安心して散
策を楽しめる光の景観まちづくりを創出
しています。

弘前市 光の景観まちづくり

レディオック フラッド ブリッツ
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　水戸市の偕楽園は金沢市の兼六園、岡
山市の後楽園と並ぶ日本三大名園の一つ
で、古くから梅の名所として知られてい
ます。東日本大震災により園内の好文亭
や南側崖が崩壊するなどの被害を受け、
一部閉園が続いていましたが復旧工事が
完了し、今年2月より園内全ての施設が
一般公開されました。水戸藩主徳川斉昭
の別荘を復元した好文亭は土壁の約4割
が損壊するなど、最後まで復旧工事が続
いていましたが、修復に併せて老朽化し
た廊下の板の一部塗り替えや漆を塗り直
す作業も行い、見事によみがえりました。
2月には「水戸の梅まつり」も開催され、

復旧を記念して好文亭のライトアップの
リニューアルが実施されました。これま
ではライトアップ用光源として高圧ナト
リウムランプが使用されていましたが、
今回は消費電力の少ないLED投光器（レ
ディオック フラッド ネオ35W）が採用
され、省エネに貢献する光で偕楽園のシ
ンボルを照らし出しています。また、梅ま
つりの時期など園内のイベント時に行わ
れるライトアップ用光源には、演色性を
重視しセラルクス3200Kを光源とする
HID投光器アーバンアクトβを設置。梅
の木を照らす高品質なあかりで魅力的な
夜間景観を演出しました。

偕楽園 好文亭 ライトアップ

レディオック フラッド ネオ
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　照明事業では、さらなる高効率・低消費電力
化、小型・軽量化、点滅・調光機能を実現した
数々のLED新商品を市場に投入した結果、売上
が増加となりました。一方、HID商品はLED化
が進む中、微減に留まったことに加え、海外連
結子会社のHID商品の売上は増加となりまし
た。
　これらの結果、売上高15,176百万円（前年
同期は14,538百万円で4.4％の増加）、営業利
益452百万円（前年同期は175百万円で
158.3％の増加）となりました。

　光応用事業では、UV装置関連は、国内をはじ
めとするアジア市場の低迷による出荷数量の
減少に加え、収益につきましても、競争の激化
により減少しました。映像用光源では、引き続
き価格の下落が進み、数量ベースでも減少しま
した。また、情報表示板は、低調に推移しました。
　これらの結果、売上高6,845百万円（前年同
期は8,454百万円で19.0％の減少）、営業損失
165百万円（前年同期は営業利益499百万円
で665百万円の悪化）となりました。

照明事業

光応用事業
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（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

科　目
当第2四半期

平成24年4月 1 日から（ 平成24年9月30日まで ）
前第2四半期

平成23年4月 1 日から（ 平成23年9月30日まで ）
売上高 21,984 22,949
売上原価 15,754 16,399
売上総利益 6,230 6,549
販売費及び一般管理費 6,831 6,702
営業損失（△） △ 601 △ 152
営業外収益 135 237
営業外費用 362 415
経常損失（△） △ 829 △ 330
特別利益 72 29
特別損失 44 43
税金等調整前
四半期純損失（△） △ 801 △ 345

法人税等 △ 204 △ 29
少数株主損益調整前
四半期純損失（△） △ 597 △ 315

少数株主利益 12 38
四半期純損失（△） △ 610 △ 353

科　目
当第2四半期

平成24年4月 1 日から（ 平成24年9月30日まで ）
前第2四半期

平成23年4月 1 日から（ 平成23年9月30日まで ）
営業活動による
キャッシュ・フロー 228 △ 2,398
投資活動による
キャッシュ・フロー △ 67 △ 469
財務活動による
キャッシュ・フロー △ 7 △ 40
現金及び現金同等物に
係る換算差額 15 △ 7
現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） 169 △ 2,916
現金及び現金同等物の
期首残高 12,019 12,929
現金及び現金同等物の
四半期末残高 12,189 10,013

科　目 当第2四半期末
（平成24年9月30日現在）

前年度末
（平成24年3月31日現在）

資産の部
流動資産 38,004 40,544

固定資産 20,310 20,941

　有形固定資産 16,334 16,798

　無形固定資産 537 506

　投資その他の資産 3,437 3,636

資産合計 58,315 61,486

負債の部
流動負債 19,473 22,057

固定負債 18,719 18,640

負債合計 38,192 40,697

純資産の部
株主資本 17,578 17,936

　資本金 8,640 8,640

　資本剰余金 6,189 6,189

　利益剰余金 3,657 4,014

　自己株式 △ 908 △ 908

その他の包括利益累計額 1,258 1,552

　その他有価証券評価差額金 273 382

　土地再評価差額金 2,536 2,789

　為替換算調整勘定 △ 1,551 △ 1,619

少数株主持分 1,285 1,299

純資産合計 20,122 20,788

負債純資産合計 58,315 61,486

四半期連結貸借対照表（要旨） 四半期連結損益計算書（要旨）

四半期連結キャッシュ・フロー計算書（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

従業員数
1,038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

取締役および監査役

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

その他の事業所
工場 3ヵ所
営業所・事務所 40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

 営業所
 事務所
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会社概要（平成２4年9月30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。右ページ下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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アンケートのご報告

あなたのご職業をお知らせください。

あなたは当社のIR活動について、特に充実を希望することは何ですか。（複数回答あり）

あなたは当社の株式に対してどのような方針をお持ちですか。

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ
買い増し
長期保有
売却
未定

21％

51％

21％

8％

会社員
会社役員
公務員・非営利団体職員
自営業
専業主婦
学生
無職・定年退職者
その他

33％

3％

3％

3％
5％
5％

21％

28％

株主向け情報誌
ホームページでの情報提供

事業報告書
株主総会

メールでの情報提供
会社説明会
IR広告
その他

46％
44％

33％
13％
10％
8％
5％
3％

会社員、定年退職者、自営業の方々で大半を
占めています。より多様な方々に株主に
なっていただけるよう取り組んでまいりま
す。

長期保有をお考えの方々に加え、買い増し
を検討されている方々もおられます。皆様
のご期待に応えるべく、今後も努めてまい
ります。

いただいたご意見をもとに株主の皆様によ
り関心をお持ちいただける情報発信を検討
してまいります。



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    

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 ……………………………………… 10,414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 3.62％

株式会社三井住友銀行 2,686千株 3.43％

明治安田生命保険相互会社 2,000千株 2.55％

株式会社損害保険ジャパン 1,984千株 2.53％

岩崎電気協力会持株会 1,672千株 2.13％

第一生命保険株式会社 1,495千株 1.91％

アイランプ社員持株会 1,460千株 1.86％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,395千株 1.78％

CBNY DFA INTL SMALL CAP　 
VALUE PORTFOLIO 1,347千株 1.72％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）1,336千株 1.70％

（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3,834,940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 7,920 10.12
生保・損保 7,726 9.87
証券会社等 2,399 3.06
その他国内法人 10,748 13.75
外国人・外国法人 3,498 4.47
個人・その他 36,216 46.31
自己株式 3,835 4.90

所有者別株主分布状況
 人数（名） ％
銀行 3 0.03
信託銀行 16 0.16
生保・損保 10 0.09
証券会社等 46 0.44
その他国内法人 202 1.94
外国人・外国法人 62 0.60
個人・その他 10,074 96.74
自己株式 1 0.00

都道府県別株主分布状況
 人数（名） ％
北海道 142 1.36
東北 276  2.65
関東 4,743 45.55
中部 1,732 16.64
近畿 2,071 19.89
中国 529 5.08
四国 295 2.83
九州・沖縄 563 5.41
国外 62 0.59
自己株式 1 0.00
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http://www.iwasaki.co.jp/

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。

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

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

みずほ信託銀行およびみずほ銀行の本店および全国各支店
（みずほインべス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」の郵送物送付先・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。
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。

※みずほインベスターズ証券は、平成25年1月4日以降はみずほ証券となります。

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。

株主メモ

ホームページ紹介

当社では次の展示会に出展を予定しています。屋外用LED、
店舗用LEDなどを展示いたします。
ご興味のある方はぜひお越しください。
　ライティング・フェア2013（第11回国際照明総合展）
　会期 ： 平成25年3月5日（火）－ 8日（金）
　会場 ： 東京ビッグサイト西1・2ホール

展示会出展のお知らせ

▼「投資家の皆様へ」のページ 


