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平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

第102期 報告書

トップメッセージ

指し、商品企画・商品開発、調達、販売の一体化を図るため、弊社
は4月1日より組織変更を行いました。これまで製造・調達、商品
企画・開発、販売と分業体制だった機能別組織に替えて、開発の
スピードアップと価格対応を可能にする事業部型組織へと変更
しました。民需・海外部門を一緒にしたライティングソリュー
ション事業本部を設けるなど、全社一丸となって市場やお客様
に対してより良い提案をすることができる体制を整えました。

光・環境事業については、環境試験分野で価格を抑えた小型EB
試験機や耐候性試験市場に訴求するローコストの小型光照射装
置を発売しました。UVキュア事業においては業界No.1照度を
実現した高照度UV-LED照射機を発売するなど、市場のニーズ
にいち早く対応する製品の開発・販売を進めています。新規市場
の開拓やアプリケーション開発に注力し、さらなる事業強化と
受注拡大を目指します。

海外事業につきましては、北米及び東南アジアを中心とした
重点地域への戦略的商品投入による事業を進めていくという方
針に変わりはなく、東南アジア地域向けに屋外照明用のLED商
品を販売するとともに、マレーシアにも現地法人を設立し、営業
展開の基盤整備を行いました。

平成31年3月期に設定しております経営数値目標の達成に向
けて戦略的に事業を展開し、企業価値及び業績の向上に向けて
邁進してまいります。

今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう謹んでお願い
申し上げます。

 平成29年6月

代表取締役社長

伊藤義剛

Top Message

ステークホルダーの皆様には、平素より格別のご支援、お引き
立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

平成29年3月期における弊社の業績は、照明事業については
LED照明（器具・ランプ）の出荷数量は増えたものの市場価格下
落の影響を受け、公共投資関連が伸び悩んだこともあって、売上
額が当初計画ほどの伸長に至りませんでした。HID照明は、LED
照明への需要シフトにより想定の範囲内ではありますが、売上
が減少し、前年比マイナスとなりました。光・環境事業について
は、前年並みに推移したものの、硬化用が海外現地法人における
件名が少なかったことから売上額は前年を下回り、在庫評価損
を計上した要因などもあり、営業利益も減少しました。円高の影
響も加わり、結果的に全体の売上高、営業利益、経常利益は前年
実績を下回りました。

弊社グループは、平成29年3月期からの3年間を対象とする中
期経営計画を策定し、全社重点事業戦略として「付加価値を追求
したLED照明事業の拡大」「光・環境事業における新規分野への
展開」「海外重点地域への戦略的商品投入による事業の推進」の3
項目を掲げて事業を展開しており、今年度も継続して取り組ん
でまいります。

照明事業では、付加価値を追求したLED照明事業の拡大を目

ごあいさつ



LED照明事業において、国内では、屋外用器具や工場施設向け照明器具の更
なる省電力化、高効率化を実現した商品開発に注力し、新商品の市場認知度を
高めるべく、商品説明を行う移動展示車の展開を図るなどの拡販推進策を実
施しました。これらの取り組みにより、投光器や高天井用器具は民間需要を中
心に堅調に推移しましたが、市場価格の下落の影響に加え、公共投資関連の受
注が伸び悩んだことが要因となり、売上高は当初計画ほどの伸長には至りま
せんでした。

海外では東南アジア地域向けに屋外照明用のLED商品を投入するとともに、
マレーシアに現地法人を設立し営業展開の基盤整備を行いました。

一方、HIDを中心とした従来型照明事業においては、ランプは国内でのメン
テナンス需要に対応しましたが、照明機器はLED照明への需要シフトにより減
少となりました。

これらの結果、売上高は41,074百万円（前年度は42,027百万円で2.3%の
減少）、営業利益は2,612百万円（前年度は2,993百万円で12.7%の減少）とな
りました。

環境試験関連分野の深耕、殺菌、滅菌事業の拡大、UVキュア（紫外線硬化）事
業の強化に取り組み、UV-LED照射器や小型電子線照射装置など新商品の新規
分野への訴求も視野に入れて、専門展示会への出展を積極的に行いました。環
境試験関連では自動車産業向けの環境試験装置の受注、殺菌、滅菌事業では殺
菌装置システムの受注により売上高、営業利益ともほぼ前年並みの水準で推移
しました。一方、UVキュア事業においては、FPD（フラットパネルディスプレ
イ）関連の照射装置などの受注により売上高は増加しましたが、一部大型の低
利益案件の受注に対応したこと及び在庫評価損を計上した要因により営業利
益は減少しました。また、電子線照射関連では海外現地法人において前年ほど
の件名受注に至らなかったことが主因となり、売上高、営業利益とも減少しま
した。なお、情報機器事業においては、道路情報板関連の件名受注により売上高
は微増となりました。

これらの結果、売上高は15,580百万円（前年度は16,232百万円で4.0%の減
少）、営業利益は280百万円（前年度は1,020百万円で72.5%の減少）となりま
した。
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過去の業績の推移は次のとおりとなっております。
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第103期業績予想 （平成29年5月10日発表）
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第102期（当期）
（平成29年3月31日現在）

第101期（前期）
（平成28年3月31日現在）

資産の部
流動資産 45,243 46,756
固定資産 24,219 22,880
　有形固定資産 17,760 16,788
　無形固定資産 935 621
　投資その他の資産 5,523 5,470POINT

1 資産合計 69,463 69,636
負債の部
流動負債 19,466 18,894
固定負債 24,204 24,783POINT

2 負債合計 43,671 43,677
純資産の部
株主資本 23,520 22,974
　資本金 8,640 8,640
　資本剰余金 2,069 2,016
　利益剰余金 12,947 13,231
　自己株式 △�137 △�913
その他の包括利益累計額 2,271 1,747
　その他有価証券評価差額金 1,758 1,377
　土地再評価差額金 2,684 2,716
　為替換算調整勘定 △�141 163
　退職給付に係る調整累計額 △�2,029 △�2,509
非支配株主持分 ー 1,236POINT

3 純資産合計 25,791 25,958
負債純資産合計 69,463 69,636
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分野への訴求も視野に入れて、専門展示会への出展を積極的に行いました。環
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した。なお、情報機器事業においては、道路情報板関連の件名受注により売上高
は微増となりました。
これらの結果、売上高は15,580百万円（前年度は16,232百万円で4.0%の減
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連結貸借対照表� （単位：百万円）

第102期（当期）
平成28年4月��1日から（�平成29年3月31日まで�）

第101期（前期）
平成27年4月��1日から（�平成28年3月31日まで�）

売上高 56,611 58,206

売上原価 40,204 40,580

売上総利益 16,406 17,626

販売費及び一般管理費 15,434 15,544

営業利益 972 2,082

営業外収益 266 196

営業外費用 236 347

経常利益 1,002 1,931

特別利益 106 449

特別損失 312 483

税金等調整前当期純利益 796 1,897

法人税、住民税及び事業税 448 585

法人税等調整額 △�10 308

当期純利益 357 1,003

非支配株主に帰属する当期純利益 21 82

親会社株主に帰属する当期純利益 335 920

連結損益計算書� （単位：百万円）

第102期（当期）
平成28年4月��1日から（�平成29年3月31日まで�）

第101期（前期）
平成27年4月��1日から（�平成28年3月31日まで�）

POINT
4

営業活動による
キャッシュ・フロー 957 3,467

POINT
5

投資活動による
キャッシュ・フロー △�2,445 △�1,662

POINT
6

財務活動による
キャッシュ・フロー △�324 △�366

現金及び現金同等物に係る
換算差額 △�102 △�58

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） △�1,914 1,380

現金及び現金同等物の
期首残高 16,697 15,317

現金及び現金同等物の
期末残高 14,783 16,697

連結キャッシュ・フロー計算書� （単位：百万円）
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連結財務諸表
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トピックス

　当社は4月から事業部型組織へ変更し、商品企画・商品開発、調達＋販売の一体化を行いました。当社
はこれまで製造・調達、商品企画・開発、販売の分業体制で、いわゆる機能別組織でしたが、今回の変更に
より、開発のスピードアップと価格対応を可能にする事業部型組織といたします。
　具体的には、商品企画部門（照明事業戦略本部）、国内販売・民需部門（国内営業本部）、海外部門（海外
事業本部）、製造部門（製造統括本部）の4つの部門を国内販売部門、民需・海外部門、製造部門の3つの部
門に集約しました。
　国内販売部門については、国内事業本部（営業企画・管理）を中心に商品企画、商品開発、調達を行い、
国内営業部で販売・商品要望にお応えすることとし、民需・海外部門については、ライティングソリュー
ション事業本部（営業企画・管理）を中心に国内事業本部と同様に商品企画、商品開発、調達を行い、民需
特販営業部・海外営業部で販売・商品要望にお応えいたします。
　製造部門については、製造統括本部から製造本部に改め、調達を外し、商品設計・技術開発・製造を行
います。

商品企画・商品開発、調達＋販売の一体化

事業部型組織に変更

テクノセンター上棟式を挙行
　3月14日（火）に埼玉製作所内
のテクノセンター建設現場にお
いて上棟式が行われました。
　小雨降る中ではありましたが、
当社の計画担当者、建築責任者、
施工業者など関係者が筆入れの
儀で大梁に名前を連ね、つり上
げの儀で最上階の梁が取り付け
られました。出席者一同、竣工ま
での安全を祈願いたしました。

1 資産　当期末における流動資産の残高は45,243百万円で、前期末と比べ1,512百万円減少いたしました。
主な要因は、現金及び預金が1,816百万円、棚卸資産が653百万円それぞれ減少し、売上債権が732百万円
増加したことによるものです。
　また、固定資産の残高は24,219百万円で、前期末と比べ1,339百万円増加いたしました。主な要因は、有
形固定資産のうち建設仮勘定が技術開発棟（テクノセンター）建設投資等により927百万円増加したこと
によるものです。

2 負債　当期末における流動負債の残高は19,466百万円で、前期末と比べ572百万円増加いたしました。�
主な要因は、一年以内返済予定の社債及び長期借入金が1,500百万円増加し、仕入債務が378百万円減少
したことによるものです。
　また、固定負債の残高は24,204百万円で、前期末と比べ578百万円減少いたしました。主な要因は、社債
が流動負債への振り替えにより1,000百万円減少し、長期借入金が新規借り入れ1,000百万円と流動負債
への振り替え533百万円との差額で466百万円増加したことによるものです。

3 純資産　当期末における純資産の残高は25,791百万円で、前期末と比べ166百万円減少いたしました。�
主な要因は、株主資本では、親会社株主に帰属する当期純利益335百万円を計上した一方、配当金297百万
円の支払いと自己株式処分に伴う資本剰余金への振替354百万円などにより利益剰余金が283百万円の
減少となり、また、自己株式は、自己株式の処分などにより776百万円減少しました。
　また、その他の包括利益累計額では、為替の円高による影響により為替換算調整勘定が305百万円減少
した一方で、退職給付に係る調整累計額が480百万円、その他有価証券評価差額金が381百万円それぞれ
増加するなど全体で524百万円増加したことによるものです。

4 営業活動によるキャッシュ・フロー
　当期において営業活動により増加した資金は957百万円となりました。
　主な内訳は、収入要因として、減価償却費1,511百万円、たな卸資産の減少565百万円、支出要因として、
売上債権の増加775百万円、仕入債務の減少364百万円であります。

5 投資活動によるキャッシュ・フロー
　当期において投資活動により使用した資金は2,445百万円となりました。
　主な要因は、技術開発棟（テクノセンター）建設投資等による、有形固定資産の取得による支出2,555
百万円であります。

6 財務活動によるキャッシュ・フロー
　当期において財務活動により使用した資金は324百万円となりました。
　主な内訳は、収入要因として、長期借入れによる収入1,000百万円、支出要因として、この借入収入を元
手とした子会社株式の追加取得（株式会社アイ・ライティング・システムの完全子会社化）による支出
1,195百万円であります。

製造・調達、商品企画・開発、販売の分業体制
機能別組織

開発のスピードアップと価格対応を可能に
事業部型組織

＜商品企画部門＞
照明事業戦略本部

（商品企画、商品開発）

＜国内販売部門＞
国内事業本部

（営業企画・管理）
＋

商品企画、商品開発、調達＜国内販売・民需部門＞
国内営業本部

（営業企画・管理）

国内営業所＋民需特販営業所
（販売・商品要望）

国内営業部
（販売・商品要望）

＜民需・海外部門＞
ライティングソリューション事業本部

（営業企画・管理）
＋

商品企画、商品開発、調達

民需特販営業部・海外営業部
（販売・商品要望）

＜海外部門＞
海外事業本部

（営業企画・販売・管理）

＜製造部門＞
製造統括本部

（商品設計・調達・技術開発・製造）

＜製造部門＞
製造本部

（商品設計・技術開発・製造）

海外営業部
（販売・商品要望）



　近年、食の安全性や食品のLL化（ロングライフ化）が強く求められるようになり、食品容器、包装材等の殺菌や滅菌に対する要求も高く
なっています。当社ではキセノンランプの光をフラッシュ発光により瞬時に効率よく照射する「パルスドキセノン殺菌、滅菌システム」に
おいて、食品分野への本格的な採用を目的としたラインアップ拡充を行いました。
　パルスドキセノン殺菌、滅菌システムは、①高強度の光を瞬間的に照射するため、処理時間が劇的に短縮できる　②被照射物への熱影
響が非常に少ない　③水銀を一切使用していないため環境に優しい　等の利点を持ち、これからの殺菌、滅菌装置に最適なシステムとし
て今もっとも注目されている技術です。
　このほど、パルスドキセノンランプ及び反射板を食品容器等の殺菌向けに最適化し、殺菌能力のレベルアップと長寿命化を実現しまし
た。また、食品充填機内の洗浄に対応できるよう、照射器の防
水性能をIPX5に対応しました。さらに、システムの高出力化
により様々な形状の被照射物に対応させることを目指してい
ます。
　当社は今後も食品の安全性向上に貢献できるよう、パルス
ドキセノン殺菌システムのさらなる高効率化、長寿命化を目
指して開発を進めていきます。

　新横浜スケートセンターは30m×60m、面積1800㎡の国際
規格リンクを備え、フィギュアスケート、アイスホッケーの公
式試合やアイススケートショーなどに幅広く利用されている
本格的なスケートリンクです。JR横浜線・新幹線・市営地下鉄の
新横浜駅から徒歩5分と好アクセスで、オールシーズンいつで
もスケートを楽しめる施設として、一般のお客様にも広く親し
まれています。また、初心者から学べるフィギュアスケート教
室も随時開催しています。
　新横浜スケートセンターでは1990年10月にオープンして
以来、26年目を迎えるにあたり、2016年8月に施設の改修を行
い、フェンスや2階観客席、冷凍機の更新や内部塗装塗り替え、
天井ネット設置などを実施。照明設備についてもリニューアル
工事を実施し、LED照明に更新しました。既設照明は水銀灯及
びハロゲンランプを光源とする吊り下げ形でしたが、天井埋込

のLED照明とサイドLED照明併用とし、施設の大空間を効果的に活かせる照明環境をつくることができました。天井面をすっきりとさせ
たことで、安全性を高めると同時に今までより広く感じると好評をいただいています。
　天井面からの照明だけではなく、サイドにもLED照明を設置して鉛直面照度を十分に確保したことにより、空間全体を均斉度に優れた
光で明るく照らし、競技者はもちろん、観客席からの見え方にも十分留意した照明設計としました。高出力のLED投光器「レディオック フ
ラッド デュエル」を使用している高天井照明、サイド照明
とも調光式を採用し、照明制御システムにより、アイス
ホッケー、フィギュアスケート競技用、フィギュアスケー
ト一般用など用途に応じて点灯パターンを制御していま
す。LED照明に更新後は全体的な明るさ感が向上し、省エ
ネを推進するとともに、通常は30％点灯としていますが、
十分に明るいため、さらなる大幅な消費電力の削減に貢献
してくれることと期待しています。

ひかり

岩崎電気の
あかり

と

新横浜スケートセンター
一年中スケートが楽しめる国際規格のリンクをLED照明で明るく安全・快適に照らし、
大幅な省エネを実現

パルスドキセノン殺菌システムの標準機ラインアップ拡充
食品分野への本格採用を加速ひかり

岩崎電気の
あかり

と 2

1

南側よりスケートリンク全景をのぞむ

LED投光器 LEDioc FLOOD DUELL 
照明制御システム　ITACS 

外観昼景

パルスドキセノン照射器 - 光照射面パルスドキセノン照射器



証券コード：6924

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

第102期 報告書

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

株主メモ

株式の状況 （平成29年3月31日現在）

取締役及び監査役 （平成29年6月28日現在）

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箇所、営業所・事務所41箇所

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、光環境機器（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
■光環境機器  紫外線殺菌、赤外線加熱、 
電子線照射、植物育成 等

従 業 員 数 2,015名（連結）

取 締 役 会 長 渡 　 邊 　 文 　 矢
代 表 取 締 役 社 長 伊 　 藤 　 義 　 剛
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 有 　 松 　 正 　 行
社 外 取 締 役 髙 　 須 　 利 　 治
社 外 取 締 役 広 　 村 　 俊 　 悟
常 勤 監 査 役 藤 　 井 　 英 　 哉
常 勤 監 査 役 吉 　 井 　 照 　 雄
社 外 監 査 役 池 　 田 　 浩 　 一
社 外 監 査 役 渡 　 邊 　 正 　 三

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。

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861,262株を含む）
株主数 8,432名

大株主（上位10名）
株　主　名 持株数

（千株）
持株比率
（％）

ミネベアミツミ株式会社 3,000 3.87
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 1,936 2.50
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,869 2.41
株式会社みずほ銀行 1,838 2.37
明治安田生命保険相互会社 1,800 2.32
株式会社三井住友銀行 1,686 2.17
岩崎電気協力会持株会 1,647 2.12
日本土地建物株式会社 1,546 1.99
アイランプ社員持株会 1,477 1.90
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,471 1.90

（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861,262株を控除して計算しております。
 3．  当社は、取締役に対する新たな業績連動型株式報酬制度「株式給付信託

（ＢＢＴ（＝Board Benefit Trust））」を導入しており、資産管理サービス信
託銀行株式会社（信託E口）（以下「信託E口」といいます。）が当社株式
800千株を取得しております。  
なお、信託E口が所有する当社株式については、自己株式に含めております。

（注） 上記2つのグラフ数値には、単元未満株主を含んでいます。

区　分 株数（千株） ％
銀行・信託銀行
生命保険会社
損害保険会社
証券会社
その他金融機関
その他国内法人
外国人・外国法人
個人・その他
自己株式

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

13,915
3,593
992
2,667
741

12,024
10,725
32,701
861

17.79
4.59
1.27
3.41
0.95
15.37
13.71
41.81
1.10

区　分 人数（名） ％
銀行・信託銀行
生命保険会社
損害保険会社
証券会社
その他金融機関
その他国内法人
外国人・外国法人
個人・その他
自己株式

21
9
1
38
4

179
87

8,092
１

0.25
0.11
0.01
0.45
0.05
2.12
1.03
95.97
0.01

所有者別
株式
分布状況

所有者別
株主
分布状況

会社概要 （平成29年3月31日現在）




