
証券コード：6924

第98期 報告書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで



　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98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25年6月

　当社グループを取り巻く経営環境は、国内では東日本大震
災後の復興需要や昨年末の政権交代による経済・金融政策へ
の期待感から明るい兆しが見えてきましたが、欧州政府債務
問題や中国の景気減速など世界経済の減速懸念から先行き
に対する不透明感は依然残っており、当期も厳しい状況で推
移いたしました。
　このような状況の中で当社グループは、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
光源の更なる進化等に取り組んでまいりました。
　特に照明事業では、2009年以降、急速なペースで拡大し
ているLED事業に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。また一方で光応用事業では、当初よ
り厳しい状況を予想しておりましたが、特に半導体・液晶市
場の低迷の影響を大きく受け、低調に推移し、想定以上の厳
しい結果となりました。
　これらの結果、売上高52,062百万円、営業利益905百万円、
経常利益548百万円、当期純利益は471百万円となりました。
　また、当期の配当金につきましては、純資産の状況を勘案
し、引き続き無配とさせていただくことになり、誠に申し訳
なく考えております。

　照明事業につきましてはLED照明事業が堅調に推移して
おり、前年度は目標としていた500点を超えるLED新製品
をリリースいたしました。今年度も国内で500点、海外関係
で200点を目標としてLED製品の更なる拡大を図り、拡販
推進を積極的に進めてまいります。特に当社の得意分野の一
つであるLED道路灯・トンネル灯は補正予算関連での受注の

まず、第98期の決算状況について
教えてください。

今後の事業の見通しは？Ⅱ
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ご あ いさつ

代表取締役社長 渡 邊 文 矢

トップインタビュー
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　過去数年間、当社グループを取り巻く事業環境は金融危機
や自然災害の発生、急激な円高の進行により、総じて厳しい
状況で推移しています。一方、昨年末の政権交代により日本
経済は円安による電力料金の値上げや原材料価格の上昇が
懸念されるものの、輸出関連企業の収益改善と政府の経済政
策や金融政策の効果などにより、上昇軌道に乗ることが期待
され、また、今後世界経済の緩やかな回復も予想されており、
事業環境の好転が期待されます。
　今後もグローバル市場およびLED照明事業での厳しい競
争環境は続くものと考えておりますが、この事業環境の好転
を確実に捉え、更なるグループの成長を図るため、これまで

平成26年3月期
業 績 予 想

伸びが予想され、また、スポーツ・イベント照明に対応する大
型LED投光器の新製品を販売するなど、市場のシェア拡大に
一層努めてまいります。
　2015年度にはLED製品がHID製品ほかの売上を上回る
と予想しており、HID製品については、生産量に見合った生
産体制を再構築し、省エネ提案の徹底を図ってまいります。
　一方、光応用事業では、液晶パネルの視認性を向上させた
光配向装置の受注や環境試験装置の海外生産・販売など前年
度より進めてきた事業活動が成果を見せつつあり、引き続き
業績の回復を図ってまいります。
　平成26年3月期の業績予想は売上高54,000百万円、営
業利益1,100百万円、経常利益750百万円、当期純利益は
350百万円を予定しております。

進めてきた原価低減や生産性の向上などの施策の取り組み
を継続していくとともに、高品質・高信頼性の新商品投入や
新市場開拓に努めてまいります。具体的には以下の課題に取
り組んでまいります。
　当社グループは今後の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」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、従来形照明事業からLED照明事業に
軸足を移し、これを今後の事業の柱として位置づけ、国内競争
力の強化を図るのみならず、製造・販売のグローバル化を推進
し、事業全体の拡大を図ってまいります。照明器具は長年培わ
れてきた技術を有効活用しながらLED化にシフトし、HIDなど
の従来光源は今後も減少傾向が続くと見込まれる中、メンテ
ナンス市場の取込みなどによるボリューム確保を行うととも
に、コスト低減策を実行し、利益の確保を図ってまいります。
　また、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」「液晶（光配向・有機EL）事
業の拡大」「環境改善分野の事業展開」「製品・市場の絞込みお
よび新規開拓」の4項目を重点戦略として進めてまいります。
　当社グループは、これら両事業の課題に対応するため、グ
ローバルな視点に立って、知財戦略、調達戦略を強化し、将来
の新たな事業の柱を見出すために、研究開発およびマーケ
ティング分野への経営資源配分を重視すると同時に市場の
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
人材育成と堅固な財務体質の維持向上、経営基盤の強化を図
り、企業価値の向上を目指してまいります。

今後の取り組みや方向性を
教えてください。Ⅲ

売 上 高 � 54,000百万円 営 業 利 益 � 1,100百万円
経 常 利 益 � 750百万円 当期純利益� 350百万円
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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。

　西新井大師商栄会は、関東厄除け三大師に数えられ、古くからお大師さまとして親しまれている西新井大師（五智山遍照院總持寺）の
門前町に位置する約70店舗の商店街です。参道には名物の草だんごやせんべいを売る店、割烹料理店など様々な業種の店舗が並び、参
拝に訪れる多くの人々で賑わいをみせています。
　西新井大師商栄会では、参道と商店街に設置されている照明柱の光源をLED化する工事を昨年秋に実施しました。金色の灯具と朱
色の灯柱がアクセントとなっている照明柱は設置当初、水銀ランプ200W×2灯の灯具で
したが、数年前に省エネ化を図りランプをセラミックメタルハライドランプ100Wに切り
替えました。今回は更なる省エネ・CO2排出抑制を目的として、足立区・東京都の補助金を活
用し、LEDライトバルブ30Wへの更新を実施したものです。
　セラミックメタルハライドランプ100Wからの置換えのため、最初はLEDライトバルブ
72Wで検討しましたが、30Wタイプでも照度をクリアできることが分かり、より省エネに貢
献する30Wタイプを採用しました。更新前と見た目の明るさに大きな違いもなく、大きな省
エネ効果を実現できたと考えています。

古くから親しまれてきた商店街の照明柱をランプ・安定器の交換だけで
LED化し、大幅な省エネを実現

LEDライトバルブ30W



4

　当社のUVキュアシステムは印刷やフィルム、その他電子産業で多くの実績を上げておりますが、この度、当社独自の光学技術を駆使し、
液晶パネルの配向プロセスにおいて使用する「光配向装置」を開発いたしました。
　本装置は次世代の液晶パネル製造メーカー向け配向プロセスに使用する装置として開発したもので、UVランプの光を照射し、光配向
分子を整列させることで従来手法と比較して不良減少（歩留まり向上）、微細な配向性を付与できる効果があります。
　これにより、スマートフォンをはじめとしたIPS液晶の高精細化を図ることができ、次世代液晶パネルの製造工程に不可欠なものにな
ると思われます。
　すでに海外向けに製造販売実績があり、受注も続いていることから、今後大きな需要が期待できる装置です。

光学技術を駆使した
液晶パネル製造メーカー向け「光配向装置」

UVキュアランプ
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　照明事業では、国内市場がLED照明の導入期か
ら成長期へと移行する中、売上高・営業利益とも
に減少傾向が続きましたが、LED照明事業は堅調
に推移いたしました。当社グループは、地球環境
保護や東日本大震災以降の電力事情等の課題に
向き合い、より簡単に、より高い省エネ効果が得
られるLED照明商品の開発を推進してまいりま
した。商品別では、道路・トンネル用、街路・広場・
景観用、高天井・施設用照明、投光器等を中心に約
500点の新商品のリリースを切り口として、省エ
ネ提案の徹底を図るとともに、見せる営業、全国
主要拠点における商品説明会の実施等による新
商品の拡販推進を積極的に展開いたしました。
　これらの結果、売上高は36,253百万円（前年
度は35,442百万円で2.3％の増加）、営業利益は
2,619百万円（前年度は1,977百万円で32.5％
の増加）となりました。

　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、欧州を中心とした世界経済の減速や円
高の長期化、半導体・FPD（フラットパネルディス
プレイ）関連メーカーの設備投資抑制等の影響を大
きく受け、また、価格競争も激化したことにより、低
調に推移いたしました。また、液晶プロジェクタ用
光源は、大幅に出荷数量が減少したことにより、売
上高・営業利益ともに前年を大きく下回りました。
　これらの結果、売上高は15,869百万円（前年度
は17,914百万円で11.4％の減少）、営業損益は
17百万円の損失（前年度は営業利益1,116百万円
で1,134百万円の悪化）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
第98期

平成24年4月 1 日から（ 平成25年3月31日まで ）
第97期

平成23年4月 1 日から（ 平成24年3月31日まで ）
売上高 52,062 53,269
売上原価 37,244 38,232
売上総利益 14,817 15,036
販売費及び一般管理費 13,912 13,585
営業利益 905 1,451
営業外収益 268 491
営業外費用 625 745
経常利益 548 1,197
特別利益 102 128
特別損失 71 38
税金等調整前当期純利益 579 1,287
法人税、住民税及び事業税 436 382
法人税等調整額 △364 420
少数株主損益調整前当期純利益 508 483
少数株主利益 36 69
当期純利益 471 414

科　目
第98期

平成24年4月 1 日から（ 平成25年3月31日まで ）
第97期

平成23年4月 1 日から（ 平成24年3月31日まで ）
営業活動によるキャッシュ・フロー 2,385 42
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,166 △ 940
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,551 9
現金及び現金同等物に係る換算差額 178 △ 21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △154 △ 910
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期末残高 11,865 12,019

科　目 第98期
（平成25年3月31日現在）

第97期
（平成24年3月31日現在）

資産の部
流動資産 39,832 40,544

固定資産 21,126 20,941

　有形固定資産 16,224 16,798

　無形固定資産 509 506

　投資その他の資産 4,393 3,636

資産合計 60,959 61,486

負債の部
流動負債 16,320 22,057

固定負債 22,557 18,640

負債合計 38,878 40,697

純資産の部
株主資本 18,660 17,936

　資本金 8,640 8,640

　資本剰余金 6,189 6,189

　利益剰余金 4,739 4,014

　自己株式 △908 △ 908

その他の包括利益累計額 2,137 1,552

　その他有価証券評価差額金 716 382

　土地再評価差額金 2,536 2,789

　為替換算調整勘定 △1,115 △ 1,619

少数株主持分 1,282 1,299

純資産合計 22,081 20,788

負債純資産合計 60,959 61,486

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

従業員数
連結 2,120名　単体 1,033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

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

代 表 取 締 役 社 長

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

井　上　雅　伸

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　﨑　正　之

取締役および監査役
（平成２5年6月27日現在）
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会社概要（平成２5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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アンケートのご報告

あなたは株式投資を始めて、どのくらいになりますか。

あなたが当社の株式を購入された理由は何ですか。（複数回答あり）

あなたが投資先を検討する際、よく利用する情報源をお知らせください。（複数回答あり）

Ⅰ

Ⅲ

Ⅱ
経済誌･投資情報誌

会社四季報･日経会社情報
一般株式情報サイトやメールマガジン

新聞
企業のホームページ
アナリストレポート
証券会社の営業員

会社説明会
その他

60％
48％

44％
40％

12％
12％

4％
4％
8％

1年未満
1～2年未満
2～5年未満
5～10年未満
10年以上

12％

12％

20％56％

0％ 経済誌･投資情報誌
会社四季報･日経会社情報

一般株式情報サイトやメールマガジン
新聞

企業のホームページ
アナリストレポート
証券会社の営業員

会社説明会
その他

将来性
事業内容
収益性
安定性

社会･環境問題への取組み度
配当利回り

財務内容･業績
独自性

経営者の考え方
経営方針
その他

56％
44％

36％
24％

16％
16％

8％
4％
4％
4％

12％

10年以上の経験者の方が多くを占めてい
るようです。
株主の皆様のご期待に応えるべく、今後も
鋭意努力いたします。

投資関連の経済誌などを参考にされる
方々が多いようです。
今まで以上に当社情報に関心をお持ちい
ただけるよう努めると同時に他の媒体を
使った情報発信を考えてまいります。

将来性、事業内容に注目いただいた方が多
いようです。
これからも企業価値の向上を目指してまい
ります。



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 ��������������� 10,198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％
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 1,618千株 2.17％
アイランプ社員持株会 1,431千株 1.92％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,226千株 1.64％
積水樹脂株式会社 1,217千株 1.63％
日本土地建物株式会社 1,213千株 1.63％
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,151千株 1.54％

（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3,835,644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  5,876 7.51
信託銀行  7,484 9.56
生保・損保 6,199 7.91
証券会社等 3,459 4.41
その他国内法人 11,549 14.76
外国人・外国法人 4,017 5.13
個人・その他 35,796 45.76
自己株式 3,835 4.90

所有者別株主分布状況
 人数（名） ％
銀行 3 0.02
信託銀行 17 0.16
生保・損保 9 0.07
証券会社等 46 0.44
その他国内法人 203 1.99
外国人・外国法人 71 0.69
個人・その他 9,848 96.56
自己株式 1 0.00
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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。

株式の状況（平成25年3月31日現在）

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。
　※カスタマープラザでは、お取扱できませんのでご了承ください。
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



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 


