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▪第100期を振り返って
当社グループは、全社重点事業戦略として、「固体照明

（SSL）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
してまいりました。

固体照明事業では、LED照明事業に経営資源を投入し、省エ
ネ、省電力型商品および高出力型LED照明器具の開発を重点
的に行い、光応用事業では、殺菌・滅菌事業、環境改善分野、
FPD（液晶ディスプレイ）関連事業の展開に注力いたしました。

また、海外事業については、従来型照明事業が主力であっ
た海外生産拠点においてもLED商品の生産を行い、グローバ
ル展開を図ることで事業全体の効率化を推進いたしました。

当社は、当期に創立70周年を迎えましたが、「感謝を光に
のせて」をテーマに、各地で新商品の内覧会や技術セミナー
を行い、拡販推進策を積極的に実施してまいりました。

これらの結果、売上高は59,476百万円、営業利益は
3,051百万円、経常利益は2,756百万円、当期純利益は
2,371百万円となり2期連続の増収増益となりました。

▪今後の取り組み
当社グループは、引き続き全社重点事業戦略として 「固

体照明（SSL）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
を推進してまいります。

まず、固体照明事業においては、LED照明事業を主軸とし、
省エネ、省電力型商品はもとより、様々な屋外施設において
快適で最適な照明環境を提供できる商品の企画開発を進め
てまいります。

特に商品開発においては、源流主義に立ったものづくり
改革を推進し、LEDの特性向上に連動したスピーディな開

発による、タイムリーな新商品の市場投入を行うことで競
争力の強化を図り、事業全体の拡大に努めてまいります。

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。

特に新規市場の開拓においては、当社グループが取り扱う
電子線および紫外線から赤外線までの様々な光の技術に
よって新たな事業フィールドの創造に取り組んでまいります。

海外事業については、世界の照明市場で主流になりつつあ
るLED照明に関し、引き続き各国の規格に適したLED商品の
開発、生産、供給体制の構築に重点を置くとともに、販売面に
おいては、これまでのシンガポールの販売拠点に加えて、今
年秋までにはタイに拠点を設ける予定で、特に東南アジア地
域を中心とした新興国における需要に対応すべく、地域販売
拠点の整備に注力し、売上拡大を図ってまいります。

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。

また、今期はスポーツ関係の照明に力を入れていく考え
です。2020年に開催される東京オリンピック・パラリン
ピックに繋げ、「スポーツ照明のイワサキ」という位置付け
を明確にするためにも、グループ一丸となり邁進していき
たいと考えております。

これら経営施策を着実に展開し､「あかり」と「ひかり」の
技術を通して企業価値の向上を図り、持続的に成長できる
企業体質の構築を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解と
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

  　平成27年6月

代表取締役社長 渡邊文矢

証券コード：6924

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

第100期 報告書



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。

　照明事業では、LED照明事業が売上高、営業利益とも堅
調に推移しました。当社グループではLED照明器具のラ
インナップ増強を図り、屋外用LED照明器具を中心に約
1,000点の新商品のリリースを行いました。特に投光器
は、屋外競技場、大型スポーツ施設でも使用できる高出力
形のLED投光器の開発、商品化を行い、ナイター設備の省
エネ化推進の提案を積極的に展開いたしました。一方で、
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、メンテナンス需要に対応した
ことにより売上を維持し、業績の下支えとなりました。

　光応用事業は、FPD関連事業において、アジア地域の
半導体およびFPD関連メーカーを中心とした設備投資
の回復を背景に、UV照射装置、滴下装置が好調に推移
しました。また、国内では環境改善分野の事業および殺
菌・滅菌事業での装置関連の受注が増加し、売上高、営
業利益とも堅調に推移しました。一方、情報機器事業に
ついては、情報表示板の受注が伸び悩んだことで商品
の出荷が大幅に減少し、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
トム・ワトソンゴルフコース 宮崎県宮崎市

　宮崎市の東岸に位置する太平洋に面した南北約11キロ、約700haの黒松林に囲まれた広大な自然の中に広がるフェニックス・
シーガイア・リゾート。リゾート内にある2つのゴルフコースの内のひとつ、トム・ワトソンゴルフコースは、米国のプロゴルファー「ト
ム・ワトソン」の設計・監修のもと、世界で唯一同氏の名を冠し、全18ホール、乗用カートによるセルフプレーのゴルフ場として1993年
7月に開業しました。以降、リゾートゴルフを満喫いただけるカジュアルで美しいゴルフコースとして、シーガイアを訪れる多くのゴ
ルファーの皆様に愛されてきました。2013年4月には、「より美しく快適に、女性にもうれしい」をコンセプトに大規模なリニューアル
を実施。全18ホールのワングリーン化や、レディースティーよりもさらに距離の短いエンジョイティーの新設、全乗用カートへの最
新型ナビの導入など、これまで以上にゴルフをお楽しみいただける充実の環境を整えました。クラブハウスは開放感溢れる内装へ
と改装を行うとともに、パウダールームの新設や、ゴルフ場として初めてとなる「サマンサタバサ」複合店の出店など、女性ゴル
ファーへ向けた魅力も大幅にアップしました。そして2014年夏、全国でも珍しいナイター営業「ホシゾラ★ゴルフ」を開始。宮崎の
澄んだ星空のもと、ナイター照明にきらめく緑のフェアウェー、幻想的な空間で楽しむ、もうひとつのリゾートゴルフが誕生し
ました。
　ナイター照明設備には、メタルハライドランプ1,000Wを光源とするHIDランプ丸形投光器アクロスターとLEDを光源とする高
出力形投光器レディオック フラッド デュエル650Wを採用し、場所に応じて各ホールに設置。高出力かつ省エネに貢献する光で
フェアウェーを快適に照らし出しています。

　国内トップシェアを誇る当社の自動車衝突試験用のライティングシステム。この度、高速度撮影用光システム（LED式）がバージョ
ンアップし販売実績をあげています。
　高速度撮影用光システムは、自動車が衝突事故を起こした際に運転者、同乗者の命を守るため、自動車の乗員スペースの剛性、衝
撃を最小限にするための評価テストです。従来のLED光システムは前製品のメタルハライド方式ほどの高い照度を達成できないこ
とが大きな課題でしたが、最新の高出力LEDシステムはその壁を越え、メタルハライド同等の照度を実現しています。さらに照明
メーカーならではの配光設計で照度ムラ
を最小限に抑え、車種や設定条件に合わせ
て照射位置を自在に変更できる可動機構
も備えています。LED方式は省エネ、長寿
命はもちろん、試験対象物の熱的影響も少
ない高付加価値商品です。
　自動車メーカー各社の設備投資も活発
化しており、今後も需要が見込める光応用
製品のひとつです。

高速度撮影用光システム（LED式）

◀  16番ホール夜景。ゴルフコースを照らし出
す光がホテルからも見え、魅力的な夜間景
観を演出している。

▲  HIDランプ投光器アクロスター×5＋LED
投光器レディオック フラッド デュエル
650Wタイプ×1

▲LEDシステムのライティングデザイン ▲システム施工事例
高出力型LED灯具



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。

　照明事業では、LED照明事業が売上高、営業利益とも堅
調に推移しました。当社グループではLED照明器具のラ
インナップ増強を図り、屋外用LED照明器具を中心に約
1,000点の新商品のリリースを行いました。特に投光器
は、屋外競技場、大型スポーツ施設でも使用できる高出力
形のLED投光器の開発、商品化を行い、ナイター設備の省
エネ化推進の提案を積極的に展開いたしました。一方で、
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、メンテナンス需要に対応した
ことにより売上を維持し、業績の下支えとなりました。

　光応用事業は、FPD関連事業において、アジア地域の
半導体およびFPD関連メーカーを中心とした設備投資
の回復を背景に、UV照射装置、滴下装置が好調に推移
しました。また、国内では環境改善分野の事業および殺
菌・滅菌事業での装置関連の受注が増加し、売上高、営
業利益とも堅調に推移しました。一方、情報機器事業に
ついては、情報表示板の受注が伸び悩んだことで商品
の出荷が大幅に減少し、売上高は前年を下回りました。

（百万円）

52,062
57,030 59,476

0

25,000

50,000

75,000

第98期 第99期 第100期

（百万円）

1,439

2,371

0

1,000

2,000

3,000

第98期 第99期 第100期

471

（百万円）

2,109

0

1,000

2,000

3,000

第98期 第99期 第100期

548

2,756

（百万円）

22,081 23,110
27,221

0

10,000

20,000

30,000

第98期 第99期 第100期

（百万円）

2,437

3,051

0

1,000

2,000

3,000

第98期 第99期 第100期

905

（百万円）

60,959
67,473 70,573

0

20,000

40,000

80,000

60,000

第98期 第99期 第100期

（百万円）

36,253
40,123

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

第98期 第99期 第100期

42,318

（百万円）

15,869 16,967

0

5,000

10,000

15,000

20,000

第98期 第99期 第100期

17,285

（百万円）

2,619

4,005

0

1,000

4,000

5,000

2,000

3,000

第98期 第99期 第100期

4,320

（百万円）

△17

150

0

△100

300

100

700

500

第98期 第99期 第100期

619619

照明事業 光応用事業

セグメント情報

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

当期純利益

連結財務諸表

第100期（当期）
（平成27年3月31日現在）

第99期（前期）
（平成26年3月31日現在）

資産の部
流動資産 47,779 45,446
固定資産 22,794 22,027
　有形固定資産 16,165 15,939
　無形固定資産 545 494
　投資その他の資産 6,083 5,592

1 資産合計 70,573 67,473
負債の部
流動負債 24,398 22,176
固定負債 18,954 22,186

2 負債合計 43,352 44,362
純資産の部
株主資本 22,348 20,128
　資本金 8,640 8,640
　資本剰余金 2,013 2,013
　利益剰余金 12,606 10,384
　自己株式 △ 911 △ 909
その他の包括利益累計額 3,619 1,698
　その他有価証券評価差額金 1,615 1,167
　土地再評価差額金 2,646 2,507
　為替換算調整勘定 371 △ 243
　退職給付に係る調整累計額 △ 1,013 △ 1,732
少数株主持分 1,253 1,284

3 純資産合計 27,221 23,110
負債純資産合計 70,573 67,473

▪連結貸借対照表� （単位：百万円）

第100期（当期）
平成26年4月  1日から（ 平成27年3月31日まで ）

第99期（前期）
平成25年4月  1日から（ 平成26年3月31日まで ）

売上高 59,476 57,030

売上原価 41,544 40,156

売上総利益 17,932 16,874

販売費及び一般管理費 14,880 14,437

営業利益 3,051 2,437

営業外収益 286 264

営業外費用 581 592

経常利益 2,756 2,109

特別利益 36 23

特別損失 66 204

税金等調整前当期純利益 2,726 1,928

法人税、住民税及び事業税 508 557

法人税等調整額 △ 204 △ 87

少数株主損益調整前当期純利益 2,423 1,457

少数株主利益 51 18

当期純利益 2,371 1,439

▪連結損益計算書� （単位：百万円）

第100期（当期）
平成26年4月  1日から（ 平成27年3月31日まで ）

第99期（前期）
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 2,264 5,018

5 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,215 △ 881

6 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,435 △ 840

現金及び現金同等物に係る換算差額 183 359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 204 3,656

現金及び現金同等物の期首残高 15,521 11,865

現金及び現金同等物の期末残高 15,317 15,521

▪連結キャッシュ・フロー計算書� （単位：百万円）

経常利益� 27億円

売上高� 610億円

親会社株主に帰属
する当期純利益� 24億円

営業利益� 27億円

第101期（平成28年3月期）業績予想
（平成27年5月11日発表）

　前連結会計年度末と比べ3,100百万円増加しました。
　その主な内訳は流動資産では、受取手形および売掛金が1,218百万円、たな卸資産が全
体で1,192百万円それぞれ増加し、固定資産では、有形固定資産が225百万円、投資有価証
券が時価評価等により469百万円それぞれ増加しました。

資産1

　営業活動により増加した資金は2,264百万円となりました。
　その主な内訳は、収入要因として、税金等調整前当期純利益2,726百万円、減価償却費
1,472百万円、支出要因として、売上債権の増加1,083百万円、たな卸資産の増加922百万円
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べ1,010百万円減少しました。
　その主な内訳は、流動負債では一年以内に償還予定の社債2,350百万円が固定負債から
の振り替えにより増加した一方で、一年以内返済予定の長期借入金は835百万円減少し、
固定負債では、社債および長期借入金を流動負債へ振り替えたことにより2,740百万円減
少しました。

負債2

　投資活動により使用した資金は1,215百万円となりました。
　主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,468百万円であります。

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べ4,111百万円増加しました。
　その主な内訳は、株主資本で、当期の純利益により利益剰余金が2,222百万円増加しま
した。その他の包括利益累計額では、投資有価証券の時価評価により、その他有価証券評価

純資産3

　財務活動により使用した資金は1,435百万円となりました。
　主な要因は、長期借入金の純減2,225百万円、社債の発行による収入986百万円であり
ます。

財務活動によるキャッシュ・フロー6

差額金が447百万円、為替の変動により為替換算調整勘定が615百万円、退職給付債務の
未認識部分について当期分の認識により退職給付に係る調整累計額が719百万円それぞ
れ増加したこと等により、1,921百万円増加しました。
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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 2,047名（連結）

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
取 締 役 伊　藤　義　剛
社 外 取 締 役 髙　須　利　治
社 外 取 締 役 広　村　俊　悟
常 勤 監 査 役 合　間　一　衛
常 勤 監 査 役 吉　井　照　雄
社 外 監 査 役 山　崎　正　之
社 外 監 査 役 池　田　浩　一

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/corporate/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）

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27年3月31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3,847,406株を含む）

株主数 8,331名

▪株式の状況� （平成27年3月31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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,807 3.77
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） 2,387 3.20
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 1,984 2.67
日本土地建物株式会社 1,846 2.48
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 1,560 2.09
アイランプ社員持株会 1,382 1.85
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 1,293 1.73

（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3,847,406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3,847,406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・信託銀行 17,846 22.82 21 0.25
生命保険会社 3,711 4.74 9 0.10
損害保険会社 1,984 2.54 1 0.01
証券会社 2,468 3.16 43 0.52
その他金融機関 338 0.43 4 0.05
その他国内法人 9,281 11.86 184 2.21
外国人・外国法人 9,683 12.38 93 1.12
個人・その他 29,061 37.15 7,975 95.73
自己株式 3,847 4.92 1 0.01

▪所有者別株式・株主分布状況（単元未満株主含む）

▪取締役および監査役� （平成27年6月26日現在）

証券コード：6924

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

第100期 報告書




