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当社グループは、現在、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
を掲げて事業展開を推進し、照明事業ではLED照明事
業を今後の柱とすべく、省エネ、省電力型商品の市場
投入を重点的に行い、光応用事業では殺菌・滅菌事業
や環境改善分野、FPD（フラットパネルディスプレイ）
関連（光配向・有機EL）事業の展開に注力してまいりま
した。

平成27年3月期における当社の業績は、消費税増税
の影響が若干懸念されましたが、第2四半期に状況が
改善し、結果として前年を上回る結果で推移しており
ます。

照明事業では、LED照明事業の売上が前年比139%
と好調に推移し、HIDを中心とした従来型照明事業の
売上も前年比94%と微減に終わったため、売上高、営
業利益ともに増加となりました。

光応用事業につきましては、試験用装置、殺菌・滅菌
事業での装置関連の受注が増加し前年比プラスとな
りましたが、道路情報板など情報機器関連の売上が減

少したことを受け、売上高は前年を下回りました。
これらの結果、当中間期の売上高は23,302百万円

（前年同期比2.4%増）、営業損失は271百万円（前年同
期411百万円の改善）、経常損失は419百万円（前年同
期412百万円の改善）、四半期純損失は388百万円（前
年同期161百万円の改善）となりました。

当社の通期連結業績予想につきましては、期初に公
表いたしました売上高の目標値に変更はございませ
んが、営業利益、経常利益とも前回予想を上回る見込
みで、増収増益を目指してまいります。

照明事業については、LED照明事業は引き続き堅調
に推移するものと見ており、道路、トンネル、防犯灯、
また高出力のLED投光器などラインナップを増強し
て積極的に販売推進に取り組んでまいります。

今期は国内で600点、海外関係で400点と合わせて
1,000点のLED新製品のリリースを計画しており、予
定通り進んでいます。

光応用事業につきましては、上期は情報機器関連の
受注が伸び悩みましたが、下期に向けて巻き返しを図
るとともに、海外FPD市場における設備投資が回復基
調にありますので、光配向装置関連を含めた製品の受
注拡大を進めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご
支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

  　平成26年12月

代表取締役社長 渡 邊 文 矢

第100期上期を振り返って
今後の取り組み



中間決算ハイライト
　過去の業績の推移は次のとおりとなっております。また、当社グループの売上高、利益は期末に集中する季節的傾
向があり、各四半期の売上高及び利益は、通期実績の水準に比べ乖離が大きくなっています。

　LED照明事業において、省エネ、節電に貢献するLEDラン
プ、LED照明器具の新商品開発に注力しました。LEDランプ
は従来商品に加え、更に出力が高い商品のラインナップを
増強し、また、LED投光器は多様なニーズに応えるバリエー
ション展開の開発を行い、新商品の拡販推進を積極的に展
開した結果、売上高、営業利益とも堅調に推移しました。
　一方、HIDを主力とする従来型照明事業はLED化の動き
を受けて減少となりましたが、ランプを中心にメンテナン
ス需要に対応したことで業績の下支えとなりました。

　FPD関連事業において、アジア地域での半導体関連
の設備投資の回復を背景に、UV照射装置及び装置用光
源が好調に推移しました。また、国内では、環境改善分
野の事業における試験用装置及び殺菌・滅菌事業での
装置関連の受注が増加したことで、売上高は堅調に推
移しました。
　一方、情報機器関連は、受注が伸び悩んだことが要因
で商品の出荷が大幅に減少したことにより、売上高は
前年を下回りました。
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岩崎電気のあかりとひかり
北口本宮冨士浅間神社　冨士山大鳥居ライトアップ 山梨県富士吉田市

木造では日本最大とされる歴史ある大鳥居をLED投光器で厳かに照らし出す
　富士山吉田口登山道の起点にある北口本宮冨士
浅間神社は古の歴史を刻む神社で、富士山世界文
化遺産の構成資産でもあります。
　今年6月、北口本宮冨士浅間神社「冨士山大鳥居」
の60年ぶりの式年大修理が完了し、これまでの
HIDランプに換えてLEDを光源とする投光器（レ
ディオック フラッド ネオ）によるライトアップが
始まりました。
　「冨士山大鳥居」は日本武尊（ヤマトタケルノミコ
ト）が同神社の境内を富士山遥拝の地と定めたこと
を受け、地元住民が建立したと伝えられています。
　木造では日本最大とされる大鳥居を演色性に優
れ、省エネにも貢献するLEDの光で鮮やかに照らし、
夜空に浮かび上がる大鳥居の朱色が厳かな夜間景
観を創出しています。
　今回のLED投光器設置は式年大修理の完成に伴
い、当投光器のLEDパッケージを製作している地元
企業のシチズン電子株式会社様が寄贈されたもの
です。 LED投光器（レディオック フラッド ネオ）▶

▲ 高さ約18m、幅約11mという大きさを持つ冨士山大
鳥居をLED投光器（レディオック フラッド ネオ）で
照らし、鳥居の朱色が夜空に鮮やかに浮かび上がる。

光応用製品の製造拠点を株式会社関越イワサキに集約 新潟県新潟市

　岩崎電気株式会社創立70周年に合わせて、株式
会社関越イワサキの分工場として、関越イワサキ新
潟南工場を新設しました。この工場を光応用事業本
部が扱う装置関連製品のマザー工場と位置づけ、部
品加工から組立て、検査、出荷までを全て行います。
本年9月から稼動を始めており、早い段階で内部加
工比率を高めて、品質の向上及びコスト競争力を
付け高付加価値の製品を顧客に提供していく予定
です。
　装置に搭載されるランプも、これまで石英封体加
工のみを行っていたものを、今回の再編で関越イワ
サキ本社工場（六日町）で石英封体加工からランプ
完成品までを一貫して製造できる体制にしました。
　これらにより、当社埼玉製作所で開発・設計され
た光応用製品が全て株式会社関越イワサキで完結
して製造できる体制になり、今まで以上に、開発・設
計部門との連携をスピーディーに図り、顧客満足度
を高めてまいります。 ▲器具除染用洗浄器

　（励起酸素＋紫外線）
▲紫外線硬化照射器

▲株式会社関越イワサキ　新潟南工場
　新潟県新潟市南区西白根



中間決算ハイライト 連結財務諸表
　過去の業績の推移は次のとおりとなっております。また、当社グループの売上高、利益は期末に集中する季節的傾
向があり、各四半期の売上高及び利益は、通期実績の水準に比べ乖離が大きくなっています。

　LED照明事業において、省エネ、節電に貢献するLEDラン
プ、LED照明器具の新商品開発に注力しました。LEDランプ
は従来商品に加え、更に出力が高い商品のラインナップを
増強し、また、LED投光器は多様なニーズに応えるバリエー
ション展開の開発を行い、新商品の拡販推進を積極的に展
開した結果、売上高、営業利益とも堅調に推移しました。
　一方、HIDを主力とする従来型照明事業はLED化の動き
を受けて減少となりましたが、ランプを中心にメンテナン
ス需要に対応したことで業績の下支えとなりました。

　FPD関連事業において、アジア地域での半導体関連
の設備投資の回復を背景に、UV照射装置及び装置用光
源が好調に推移しました。また、国内では、環境改善分
野の事業における試験用装置及び殺菌・滅菌事業での
装置関連の受注が増加したことで、売上高は堅調に推
移しました。
　一方、情報機器関連は、受注が伸び悩んだことが要因
で商品の出荷が大幅に減少したことにより、売上高は
前年を下回りました。

（百万円）

21,984

52,062
57,030

23,302

59,000
（予想）

0

25,000

50,000

75,000

第98期 第99期 第100期

第2四半期 通期

22,751

（百万円）

△610 △550

1,439

△388

1,600
（予想）

0

△1,000

1,000

2,000

3,000

第98期 第99期 第100期

第2四半期 通期

471

（百万円）

△829 △831

2,109

△419

2,200
（予想）

0

△1,000

1,000

2,000

3,000

第98期 第99期 第100期

第2四半期 通期

548

（百万円）

22,081 23,110 22,952

0

10,000

20,000

30,000

第98期 第99期 第100期
第2四半期末

（百万円）

△601 △682

2,437

△271

2,500
（予想）

0

△1,000

1,000

2,000

3,000

第98期 第99期 第100期

905

第2四半期 通期

（百万円）

60,959
67,473 61,828 

0

20,000

40,000

80,000

60,000

第98期 第99期 第100期
第2四半期末

（百万円）

15,176

36,253

15,114

40,123

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

第98期 第99期 第100期

第2四半期 通期

16,224

（百万円）

6,845

15,869

7,672

16,967

0

5,000

10,000

15,000

20,000

第98期 第99期 第100期

第2四半期 通期

7,130

（百万円）

452

2,619

633

4,005

0

1,000

4,000

5,000

2,000

3,000

第98期 第99期 第100期

第2四半期 通期

728

（百万円）

△165

△17

△435

150

0

△250

△500

250

500

第98期 第99期 第100期

第2四半期 通期

△88

第100期（当期）
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（平成26年9月30日現在）

第99期（前期）

期末
（平成26年3月31日現在）

第2四半期末
（平成25年9月30日現在）

資産の部
流動資産 39,259 45,446 36,525
固定資産 22,568 22,027 22,060
　有形固定資産 16,017 15,939 16,277
　無形固定資産 514 494 503
　投資その他の資産 6,036 5,592 5,279

1 資産合計 61,828 67,473 58,586
負債の部
流動負債 17,123 22,176 13,484
固定負債 21,752 22,186 22,716

2 負債合計 38,876 44,362 36,201
純資産の部
株主資本 19,590 20,128 18,110
　資本金 8,640 8,640 8,640
　資本剰余金 2,013 2,013 2,013
　利益剰余金 9,847 10,384 8,365
　自己株式 △ 910 △ 909 △ 909
その他の包括利益累計額 2,144 1,698 3,017
　その他有価証券評価差額金 1,493 1,167 1,050
　土地再評価差額金 2,507 2,507 2,536
　為替換算調整勘定 △ 419 △ 243 △ 569
　退職給付に係る調整累計額 △ 1,436 △ 1,732 ―
少数株主持分 1,217 1,284 1,257

3 純資産合計 22,952 23,110 22,385
負債純資産合計 61,828 67,473 58,586

▪連結貸借対照表� （単位：百万円）

第100期（当期）
第2四半期

平成26年4月  1日から（ 平成26年9月30日まで ）
第99期（前期）

第2四半期
平成25年4月  1日から（ 平成25年9月30日まで ）

通期
平成25年4月  1日から（ 平成26年3月31日まで ）

売上高 23,302 22,751 57,030

売上原価 16,532 16,421 40,156

売上総利益 6,769 6,330 16,874

販売費及び一般管理費 7,040 7,012 14,437

営業利益（△は損失） △ 271 △ 682 2,437

営業外収益 153 129 264

営業外費用 301 278 592

経常利益（△は損失） △ 419 △ 831 2,109

特別利益 25 17 23

特別損失 34 7 204

税金等調整前四半期（当期）
純利益（△は損失） △ 428 △ 821 1,928

法人税、住民税及び事業税 △ 57 △ 253 557

法人税等調整額 ― ― △ 87

少数株主損益調整前四半期（当期）
純利益（△は損失） △ 371 △ 567 1,457

少数株主利益又は少数株主損失（△） 16 △ 17 18

四半期純損失（△）又は当期純利益 △ 388 △ 550 1,439

▪連結損益計算書� （単位：百万円）

第100期（当期）
第2四半期

平成26年4月  1日から（ 平成26年9月30日まで ）
第99期（前期）

第2四半期
平成25年4月  1日から（ 平成25年9月30日まで ）

通期
平成25年4月  1日から（ 平成26年3月31日まで ）

4 営業活動によるキャッシュ・
フロー △ 2,269 △ 785 5,018

5 投資活動によるキャッシュ・
フロー △ 618 △ 76 △ 881

6 財務活動によるキャッシュ・
フロー △ 304 △ 524 △ 840

現金及び現金同等物に係る
換算差額 △ 51 227 359

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） △ 3,243 △ 1,158 3,656

現金及び現金同等物の
期首残高 15,521 11,865 11,865

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高 12,277 10,706 15,521

▪連結キャッシュ・フロー計算書� （単位：百万円）

照明事業 光応用事業

　前連結会計年度末と比較して5,644百万円減少し、61,828
百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少3,543
百万円、受取手形及び売掛金の減少4,166百万円、たな卸資産
の増加1,072百万円であります。

資産1
　営業活動により使用した資金は2,269百万円となりました。
主な内訳は、収入要因として、売上債権の減少4,126百万円、支
出要因として、たな卸資産の増加1,148百万円、仕入債務の減
少4,751百万円であります。

営業活動によるキャッシュ・フロー4

　前連結会計年度末と比較して5,486百万円減少し、38,876
百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金と電子
記録債務の減少4,767百万円であります。

負債2
　投資活動により使用した資金は618百万円となりました。主
な要因は、有形固定資産の取得による支出749百万円であり 
ます。

投資活動によるキャッシュ・フロー5

　前連結会計年度末と比較して158百万円減少し、22,952
百万円となりました。主な要因は、四半期純損失388百万円及
び配当金の支払い148百万円による利益剰余金の減少、その他
有価証券評価差額金の増加326百万円であります。

純資産3
　財務活動により使用した資金は304百万円となりました。主
な要因は、配当金の支払額148百万円であります。

財務活動によるキャッシュ・フロー6

セグメント情報

経常利益 22億円

売上高 590億円

当期純利益 16億円

営業利益 25億円

第100期
通期業績予想

（平成26年10月27日発表）

トピックス

ライティング・フェア�2015（第12回国際照明総合展）
会　期： 2015年3月3日（火）から6日（金）までの4日間
 午前10時から午後5時まで（最終日のみ午後4時30分まで）
会　場： 東京国際展示場「東京ビッグサイト」 西1・2ホール （東京都江東区有明3-11-1）
交　通： りんかい線「国際展示場」駅下車 徒歩約7分
 ゆりかもめ「国際展示場正門」駅下車 徒歩約3分

営業利益（△は営業損失）売上高売上高 営業利益

総資産 純資産

営業利益 経常利益売上高

四半期（当期）純利益

「新商品内覧会2014」を開催
　当社は本年8月18日に創立70周
年を迎えましたが、これを機に「感謝
を光にのせて」をテーマに8月27日、
28日に名古屋市、9月17日、18日に
大阪市において新商品内覧会を実施
いたしました。同内覧会と同時に技
術セミナーも実施しており、引き続
き拡販推進策を積極的に展開してま
いります。また、来る2020年の東京
オリンピック・パラリンピック開催
に向けて、最先端の光技術で貢献で
きるようグループ一丸となり邁進し
てまいります。

名古屋会場

大阪会場

展示会出展のお知らせ
　当社では次の展示会に出展を予定しています。
　ご興味のある方はぜひお越しください。



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

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。

商 号 岩崎電気株式会社
IWASAKI ELECTRIC CO., LTD.

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

拠 点 工場3ヵ所、営業所・事務所40ヵ所

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 1,008名

代 表 取 締 役 社 長 渡　邊　文　矢
取 締 役 藤　井　英　哉
取 締 役 木　田　喜　正
取 締 役 五月女　和　男
取 締 役 加　藤　昌　範
社 外 取 締 役 髙　須　利　治
常 勤 監 査 役 山　内　則　明
常 勤 監 査 役 合　間　一　衛
社 外 監 査 役 山　城　興　英
社 外 監 査 役 山　崎　正　之

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

〒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

みずほ信託銀行及びみずほ銀行の本店及び全国各支店
（みずほ証券では取次のみ）

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

会社概要� （平成26年9月30日現在）

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3,842,991株を含む）

株主数 8,474名

株式の状況� （平成26年9月30日現在）

株　主　名 持株数
（千株）

持株比率
（％）

株式会社みずほ銀行 2,838 3.82
株式会社三井住友銀行 2,686 3.61
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,370 3.19
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,049 2.75
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 1,984 2.67
明治安田生命保険相互会社 1,800 2.42
岩崎電気協力会持株会 1,645 2.21
BNYM SA／NV FOR BNYM CLIENT ACCOUNT MPCS JAPAN 1,442 1.94
アイランプ社員持株会 1,371 1.84
積水樹脂株式会社 1,217 1.64

（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3,842,991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3,842,991株を控除して
計算しております。

大株主（上位10名）

区　分
株式分布 株主分布

株数（千株） ％ 人数（名） ％
銀行 5,877 7.51 3 0.04
信託銀行 11,733 15.00 17 0.20
生保・損保 5,637 7.21 10 0.12
証券会社等 2,534 3.24 43 0.51
その他国内法人 10,454 13.37 189 2.23
外国人・外国法人 9,823 12.56 88 1.04
個人・その他 28,318 36.20 8,123 95.85
自己株式 3,843 4.91 1 0.01

所有者別株式・株主分布状況

取締役及び監査役� （平成26年9月30日現在）




