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トップメッセージ

が、これをLED照明への導入促進につながる好機と捉え、代替商
品の拡充を図ってまいります。LED照明は、制御システムを組み
合わせることにより、LEDの省エネ性能をさらに引き出すこと
や、「あかり」の質の向上、演出といった、快適で楽しさのある照
明環境の創造が実現できると考えております。商品開発におい
ては、当社グループが保有する配光技術、回路制御技術と外部技
術の融合を図り、より一層、環境に配慮した省エネ性能の高い照
明システムの開発に注力してまいります。また、当社は屋外施設
照明を得意としておりますが、近年多発している自然災害に対
応する防災・減災のための照明システムなどの開発にも取り組
んでまいります。これら、環境の変化や市場の多様なニーズに対
応するために、機器やデバイスの調達力を強化するとともに、
ハードの提供だけでなく、関連するソフトと新たなサービスの
提供を視野に入れた技術構築とソリューションの実現に向けた
研究開発を推進してまいります。

光・環境事業につきましては、当社グループが取り扱う電子線
や紫外線など、さまざまな「ひかり」の技術を応用することで、環
境試験関連分野、UV/EBキュア関連分野、殺菌関連分野において、
新たなソリューションビジネスの展開を推進してまいります。

環境試験関連分野では、新たな試験装置の開発や光照射シス
テムを構築し、国内に留まらず、海外市場での展開を強化するこ
とで事業の維持拡大を図ってまいります。

UV/EBキュア分野、殺菌・滅菌・水処理関連分野では、従来の
産業向けの個別商品の研究開発、商品展開だけでなく、新たな市
場への展開、新たなアプリケーションの開発に取り組んでまい
ります。

また、光・環境事業においては、上記、短期的な取り組みを展開
しつつ、当社グループが保有する「ひかり」の基盤技術を最大限
に活用した周辺技術との擦り合わせを積極的に行い、中長期的
視点に立って、環境汚染の抑制や新たな事業フィールドの創造
に取り組んでまいります。

当社グループは、照明事業、光・環境事業を推進する上で、ソ
リューションビジネスの展開に向けた研究開発とマーケティン
グ活動へ経営資源を重点的に配分し、市場の変化に即応した人
材最適化を実践することで、「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。

 2020年7月

代表取締役社長

伊藤義剛

Top Message

株主の皆様には、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。

当社グループは、「光テクノロジーを通して豊かな社会と環境
を創造する」を企業理念に、光の持つ潜在力を極め、最先端の光
技術を駆使して、省エネルギー推進による環境負荷低減と社会
の安全・安心に貢献する「光・環境カンパニー」への飛躍を目指す
ことを経営方針としております。

世界経済およびわが国経済は、米中の貿易摩擦や新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止による生産活動の停滞や消費の縮小に
より“100年に1度の危機”とも言うべき厳しい状況で、当社グ
ループを取り巻く経営環境は、これまで以上に不透明な状況と
なっています。

当社の照明事業、光・環境事業は、共に設備投資に左右される
傾向が強く、今般の経済状況で企業の設備投資に先送りが継続
した場合は、今後の業績に多大な影響を受けることが想定され
ます。一部の市場においては厳しい状況も予想されますが、当社
は、照明事業と光・環境事業において、これまで培ってきた光技
術と関連技術の融合を図り、独自性のある商品提供と、周辺事業
を含めたソリューションビジネスの展開を拡大してまいります。

照明事業に関しては、LED照明において、ストック需要への
LED照明導入促進は継続するものと捉え、また、光・環境事業に
関しても、UVキュアなどは関連市場の環境負荷対策に向けた意
識の高揚もあり、これら需要の獲得に向けた活動を推進してま
いります。

照明事業においては、施設照明、産業照明分野で、市場のニー
ズに対応した付加価値の高い商品開発と、周辺事業を含めた
トータルソリューションビジネスに取り組んでまいります。
2020年12月末で水銀ランプの製造、輸出入が禁止となります

ごあいさつ



照明事業は、施設や使用環境に適した屋外用照明器具や高天井照明
器具の新商品開発に注力するとともに、LEDの特性を最大限に活かす
ための照明制御システムの展開を図り、お客様の施設にマッチした最
適な照明環境を提供すべく、照明設計提案を積極的に行いました。国
内においては、地方自治体などの照明改修事業に対し、ラインアップ
豊富な道路用照明器具や省施工形の街路用照明器具での訴求を行い、
売上高は好調に推移しました。また、東京オリンピック・パラリンピッ
クの開催に向けた施設建設およびインフラ整備需要の高まりを背景
に、スポーツ施設用投光器や景観用照明器具の売上高も堅調に推移し
ました。海外においては、主に北米において売上高は堅調に推移し、ま
た、昨年実施した事業の合理化策の効果などにより、利益面での改善
も進みました。

これらの結果、売上高は43,189百万円（前年同期は39,859百万円
で8.4%の増加）、セグメント利益は4,651百万円（前年同期は2,527
百万円で84.1%の増加）となりました。

光・環境事業は、環境試験関連、UV/EBキュア関連の各分野におい
て、新型キセノンテスターや複合試験装置、UV-LED照射器や小型電子
線照射装置など、新商品の市場での認知度を高めるために、専門展示
会への出展やセミナーの開催など積極的に実施しました。環境試験関
連では、自動車産業関連では売上高は増加したものの、その他の産業
では前年同期ほどの納入には至らず、売上高は横ばいで推移しました。
また、UVキュア関連でも、FPD関連が増加した一方で、印刷機器関連
が当初計画には至らず、売上高は前年同期並みとなりました。なお、情
報機器事業では、情報表示装置関連で前年を上回る件名納入があった
他、災害時に備えたインフラ整備の需要に対し、無停電電源装置シス
テムの訴求を行ったことで納入が増加し、情報機器事業の売上高をけ
ん引しました。

これらの結果、売上高は16,159百万円（前年同期は14,202百万円
で13.8%の増加）、セグメント利益は924百万円（前年同期は807百万
円で14.6%の増加）となりました。
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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。
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第105期（当期）
2019年4月  1日から（ 2020年3月31日まで ）

第104期（前期）
2018年4月  1日から（ 2019年3月31日まで ）

売上高 59,274 54,006

売上原価 40,678 37,509

売上総利益 18,595 16,496

販売費および一般管理費 14,934 15,038

営業利益 3,661 1,458

営業外収益 442 398

営業外費用 218 144

経常利益 3,885 1,712

特別利益 28 15

特別損失 39 33

税金等調整前当期純利益 3,874 1,694

法人税、住民税および事業税 1,087 386

法人税等調整額 105 182

当期純利益 2,682 1,125

非支配株主に帰属する当期純利益 0 5

親会社株主に帰属する当期純利益 2,681 1,119

連結貸借対照表 （単位：百万円） 連結損益計算書 （単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

POINT

連結財務諸表

第105期（当期）
（2020年3月31日現在）

第104期（前期）
（2019年3月31日現在）

資産の部
POINT
1 流動資産 47,423 43,832

POINT
2 固定資産 22,026 23,455

　有形固定資産 16,465 17,224
　無形固定資産 713 1,015
　投資その他の資産 4,847 5,214
資産合計 69,450 67,288
負債の部POINT

3 流動負債 19,894 18,384
POINT
4 固定負債 20,555 21,966

負債合計 40,450 40,350
純資産の部
株主資本 26,877 24,524
　資本金 8,640 8,640
　資本剰余金 2,069 2,069
　利益剰余金 16,466 13,955
　自己株式 △298 △140
その他の包括利益累計額 2,104 2,396
　その他有価証券評価差額金 1,546 1,581
　土地再評価差額金 2,410 2,552
　為替換算調整勘定 △378 △291
　退職給付に係る調整累計額 △1,472 △1,445
非支配株主持分 17 16

POINT
5 純資産合計 28,999 26,937

負債純資産合計 69,450 67,288

第105期（当期）
2019年4月  1日から（ 2020年3月31日まで ）

第104期（前期）
2018年4月  1日から（ 2019年3月31日まで ）

営業活動による
キャッシュ・フロー 3,916 2,114

投資活動による
キャッシュ・フロー △363 △999

財務活動による
キャッシュ・フロー △2,030 △620

現金および現金同等物に係る
換算差額 △36 △5

現金および現金同等物の
増減額（△は減少） 1,487 488

現金および現金同等物の
期首残高 14,773 14,284

現金および現金同等物の
期末残高 16,260 14,773

流動資産
　当連結会計年度末における流動資
産の残高は47,423百万円で、前連結
会計年度末と比べ3,590百万円増加
しました。主な要因は、受取手形およ
び売掛金と電子記録債権が合わせて 
2,343百万円、現金および預金が 
1,487百万円それぞれ増加したこと
によるものです。

固定資産
　当連結会計年度末における固定資
産の残高は22,026百万円で、前連結
会計年度末と比べ1,428百万円減少
しました。主な要因は、有形固定資産
および無形固定資産が、新規取得に比
べ減価償却額の方が大きかったこと
等により、合わせて1,061百万円減少
し、投資その他の資産では、繰延税金
資産が196百万円減少したこと等に
よるものです。

流動負債
　当連結会計年度末における流動負
債の残高は19,894百万円で、前連結
会計年度末と比べ1,509百万円増加
しました。主な要因は、支払手形およ

1
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「レインボーブリッジ」ライトアップ
第105期（当期）
2019年4月  1日から（ 2020年3月31日まで ）

第104期（前期）
2018年4月  1日から（ 2019年3月31日まで ）

売上高 59,274 54,006

売上原価 40,678 37,509

売上総利益 18,595 16,496

販売費および一般管理費 14,934 15,038

営業利益 3,661 1,458

営業外収益 442 398

営業外費用 218 144

経常利益 3,885 1,712

特別利益 28 15

特別損失 39 33

税金等調整前当期純利益 3,874 1,694

法人税、住民税および事業税 1,087 386

法人税等調整額 105 182

当期純利益 2,682 1,125

非支配株主に帰属する当期純利益 0 5

親会社株主に帰属する当期純利益 2,681 1,119

連結損益計算書 （単位：百万円）

トピックス

び買掛金と電子記録債務が合わせて1,833
百万円増加し、一方で、短期借入金が150
百万円、１年内返済予定の長期借入金が
400百万円それぞれ減少したことによるも
のです。

固定負債
　当連結会計年度末における固定負債の残
高は20,555百万円で、前連結会計年度末と
比べ1,410百万円減少しました。主な要因
は、長期借入金が900百万円、繰延税金負債
が42百万円、再評価に係る繰延税金負債が
62百万円それぞれ減少したことによるもの
です。

純資産
　当連結会計年度末における純資産の残高
は28,999百万円で、前連結会計年度末と比
べ2,062百万円増加しました。
　株主資本では、利益剰余金が2,511百万
円の増加となりました。主な要因は、親会社
株主に帰属する当期純利益2,681百万円を
計上し、一方で、配当金312百万円の支払い
があったことによるものです。
　また、取締役会決議による自己株式の取
得を行ったこと等により、自己株式が158
百万円増加しております。
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強力な紫外線ランプにより室内を浮遊する菌や 
ウイルスを死滅させる  
空気循環式紫外線清浄機 

「エアーリア コンパクト」を発売
　弊社は、空気循環式紫外線清浄機「エアーリア コンパクト」を開発し、2020年
5月より発売いたしました。
　「エアーリア コンパクト」は筒型の器具内に紫外線ランプを内蔵し、器具内の
ファンで空気を循環させながら、強力な紫外線ランプにより室内を浮遊する菌
やウイルスを死滅させる紫外線清浄機です。
　昨今、世界中で衛生対策の強化が火急の課題となっております。弊社で長年
培ってきた紫外線殺菌の技術により
開発した「エアーリア コンパクト」は、
紫外線ランプが発するスペクトルを
細菌やウイルスに照射することで、遺
伝子（DNAやRNA）が光化学反応して
増殖機能を失い死滅させる紫外線清
浄機。
　弊社ではこの「エアーリア コンパ
クト」を、病院・介護施設、学校・幼稚
園・保育園、学習塾、スポーツクラブ、
飲食店、理美容室、宿泊施設、自治体の
各施設、事務所などに幅広く設置いた
だき、衛生や人々の健康に貢献したい
と考えています。
　なお、第三者機関（一般財団法人北里
環境科学センター）による試験データ
では、同様の機種で99％の除菌性能
などの有効性が示されています。

エアーリア コンパクト

照明デザイン　(株)石井幹子デザイン事務所



　東海光学株式会社様は、愛知県岡崎市に本社を置く眼鏡レンズ専門メーカーです。1939
年に名古屋市で創業以来、豊富な経験と確かな技術力で眼鏡レンズ分野の市場を創造し、
2019年に創業80周年を迎えました。現在、日本国内におけるシェアは16％で、海外におい
ても60カ国での販売実績を持ち、眼鏡レンズ専門メーカーとして、レンズの素材開発から
設計、加工、販売まで一貫体制を敷いています。東海光学株式会社様では、信頼の品質を守り
抜くために、生産・検査体制を徹底しており、2019年3月には、超促進耐候性試験機を更新
し、弊社の「アイ スーパーキセノンテスター XER-W83」を導入しました。主に眼鏡レンズ
の紫外線や光による劣化度合い、また、レンズは何重にもコーティングが施されているため、
そのコーティング自体の劣化度合いを検査する用途で使用しており、品質保証を徹底し検
査体制の充実を図ることを目的としています。さらに、同試験機は新たなプラスチック素材
およびコーティング素材等を開発する際にも使用し、TOKAI基準をクリアするかどうかを
判定する評価試験に役立てています。

　弊社は、明治神宮野球場様（東京都新宿区）
より、ナイター照明設備をLED化するにあた
り、弊社LED投光器「LEDioc FLOOD ZEST

（レディオック フラッド ゼスト）」および無線
による調光システムをご採用いただきました
のでお知らせします。
　明治神宮野球場（神宮球場）は1926（大正
15）年に創建され、ナイター照明は、1962（昭
和37）年に設置。
　1985、1986（昭和60、61）年に改修された
ナイター照明は、メタルハライドランプと高
圧ナトリウムランプの混光の照明が使われて
いました。
　LED化の内容は、既設のHID投光器756台

（メタルハライドランプ1000W投光器504
台と高圧ナトリウムランプ660W投光器
252台）を、効率の高い高演色形LED投光器720台に交換し、総消費電力を約44.2％削減するものです。
　器具数量を減らしながらも既設と同等の照度を確保し、初期照度補正機能※によって設置初期から寿命末期まで最適な設計照度を保ち
ます。
　プロ野球で必要な空間照度を保ちつつ照度均斉度を向上させ、まぶしさも既存照明より抑えています。
　テレビ放映対応にJISの推奨値である平均演色評価数Ra80、色温度5000KのLEDを採用、LED照明ならではの瞬時点灯・瞬時再始動が可
能です。
　無線による調光システムに対応する調光機能（100％～25％）も組み込んでおり、明るさを微調整することも可能です。
　LEDモジュール寿命は、40000時間（光束維持率85％時）で既設メタルハライドランプ（定格寿命9000時間）の約4.4倍、高圧ナトリウム

ランプ（定格寿命12000時間）の約3.3倍の長寿命でメンテナンスコストも抑制しています。
　「神宮球場」のLED照明は、2020年シーズンより使用を開始します。

※ 保守率を考慮した設置初期の過剰な明るさを抑えることで初期の電気使用量を削減し、寿命末期まで
設計照度を維持する機能

ひかり

岩崎電気の
あかり

と
明治神宮野球場（神宮球場）
ナイター照明設備のLED化について

眼鏡レンズ専門メーカーのリーディングカンパニーに
「アイ スーパーキセノンテスター XER-W83」を導入

東海光学株式会社様　愛知県岡崎市ひかり

岩崎電気の
あかり

と 2

1

キセノンランプとフィルターにより、太陽光の分光分布
に最も近い条件で試験ができる超促進耐候性試験機

「アイ スーパーキセノンテスター XER-W83」

LED投光器



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

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

1,738
321
49
246
6

1,107
753
3,468
134

22.22
4.10
0.63
3.15
0.08
14.15
9.62
44.33
1.72

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

20
6
1
33
3

157
85

7,202
1

0.27
0.08
0.01
0.44
0.04
2.09
1.13
95.92
0.02

所有者別
株主
分布状況

所有者別
株式
分布状況

https://www.iwasaki.co.jp/

株主メモ

株式の状況 （2020年3月31日現在）

取締役及び監査役 （2020年6月25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

〒103-0004　東京都中央区東日本橋1-1-7
〒103-0005　東京都中央区日本橋久松町9-9

拠 点 工場3箇所、営業所・事務所38箇所

設 立 1944（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、促進耐候性試験 等

従 業 員 数 1,873名（連結）

代 表 取 締 役 社 長 伊 　 藤 　 義 　 剛
取 締 役 加 　 藤 　 昌 　 範
取 締 役 稲 　 森 　 　 　 真
取 締 役 上 　 原 　 純 　 夫
取 締 役 青 　 山 　 誠 　 司
社 外 取 締 役 大 　 屋 　 健 　 二
社 外 取 締 役 田 　 内 　 常 　 夫
常 勤 監 査 役 加 　 藤 　 浩 　 昭
常 勤 監 査 役 星 　 野 　 治 　 彦
社 外 監 査 役 渡 　 邊 　 正 　 三
社 外 監 査 役 鈴 　 木 　 直 　 人

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 100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
（https://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 23,900,000株
発行済株式の総数 7,821,950株

（自己株式134,141株を含む）
株主数 7,508名

大株主（上位10名）
株　主　名 持株数

（千株）
持株比率
（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 401 5.22
ミネベアミツミ株式会社 300 3.90
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 251 3.28
岩崎電気協力会持株会 204 2.66
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 201 2.63
株式会社みずほ銀行 183 2.39
明治安田生命保険相互会社 180 2.34
アイランプ社員持株会 168 2.19
株式会社三井住友銀行 168 2.19
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 155 2.03

（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、取締役に対する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
80,000株を取得しております。

 3． 持株比率は、自己株式（134,141株）を控除して計算しております。自己
株式には信託E口が所有する当社株式80,000株は含まれておりません。

（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。

会社概要 （2020年3月31日現在）


