
トップメッセージ

紫外線ビジネスは当社が長い間取り組んできた分野であり、
今期に入り、競争は激化しているものの、これを機会に安定した
ビジネスに育てたいと考えております。

また、当社グループの経営環境と事業展望につきましては、当
社グループは照明事業と光・環境事業の２つの事業を営んでお
りますが、両事業とも、これまで培ってきた光技術と新たな技術
の結合により、周辺事業を含めたソリューションビジネスの展
開を目指しております。

今期の展望につきましては、国内、海外の経済とも、地域、業種
により、景況感にばらつきがあり、全体として、ここにきて設備
投資の持ち直し感が鈍く、過去にも増して、先行き不透明な状況
になっております。このような状況の中、既存事業においては、
変化に対して迅速に対応し、シェア向上を意識したビジネス展
開を図ってまいります。
また、「脱炭素社会」へ向けた取り組みの高まりのため、省エネ、

環境負荷対応ビジネスは加速する可能性があり、この機会を逃
さず、より一層の付加価値を高めた商品、サービスの提供を推進
し、企業価値向上を目指してまいります。

なお、当社の資本政策につきましては、株主様への安定配当を
基本とし、当社の事業構造が大きな変革期であることを鑑み、改
革のため「財務の健全性」を第一に重視したうえで、「資本効率の
向上」を重視した、「持続的成長に向けた投資」を確実に実施する、
バランスのとれた資本政策を基本方針としております。
また、本年５月20日より５億円を上限とする自己株式の取得

を実施しております。
今後とも機動的なバランスのとれた資本政策を実行し、持続

的に成長できる企業体質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
援を賜わりますようお願い申し上げます。

以上

代表取締役社長

伊藤義剛

Top Message

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し
上げます。

2021年3月期における当社グループの業績は、照明事業の売
上高が減少し、光・環境事業の売上高については微増となったも
のの、全体の売上高、営業利益、経常利益ともに前年同期実績を
下回る結果となりました。

照明事業については、これまで順調に売上を伸ばしていた
LED照明が、国や地方自治体などのインフラのリニューアル需
要に対応したことにより、トンネル照明器具の売上は拡大しま
したが、新型コロナウイルス感染症による企業の設備投資が抑
制されたこと、前年同期の東京オリンピック・パラリンピック関
連需要の反動を受けたことなどにより照明事業の売上高は減少
しました。

光・環境事業については、UVキュア分野、環境試験装置分野は、
設備投資の凍結や延期の動きにより減少しましたが、殺菌関連
において、感染予防対策として、紫外線技術を用いた空気循環式
紫外線清浄機「エアーリア」シリーズが大きく伸び、光・環境事業
の売上高は増加となりました。「エアーリア」につきましては、産
業用はもちろん、個人のお客様も対象とした新商品を展開し、さ
らなるバリエーションの拡充を図っております。

ごあいさつ



照明事業は、屋内、屋外照明ともにLED照明器具の光の質の向上や、
照明機器の利便性を追求した無線制御システム機器の開発に取り組
み、商品ラインアップの増強を図りました。国内においては、国や地方
自治体などの照明インフラに関し、リニューアル需要に対応したこと
などにより、トンネル照明器具の売上高は増加しましたが、工場施設
や商業施設においては、感染症により企業の設備投資が抑制されたこ
とで、高天井器具などの売上高が減少となりました。また、前年同期の
東京オリンピック・パラリンピック関連需要の反動を受け、投光器、景
観・演出などといった照明器具の売上高は減少となりました。海外で
は、北米は堅調に推移いたしました。
これらの結果、売上高は37,150百万円（前年同期は43,189百万円

で14.0%の減少）、セグメント利益は3,510百万円（前年同期は4,651
百万円で24.5%の減少）となりました。

光・環境事業は、殺菌関連において、感染症の拡大防止に貢献すべく、
紫外線技術を用いた空気循環式紫外線清浄機「エアーリア」の新商品
を展開し、衛生面での環境改善に向けた提案活動を推進しました。さ
らに、紫外線技術だけでなくオゾン技術も応用し、空気除菌だけでな
く、表面除菌の効果が得られる新商品をリリースしました。殺菌関連
分野ではこれらの取り組みにより、売上高は増加となりましたが、UV
キュア分野、環境試験装置分野では、主に印刷機器関連や自動車産業
関連において、設備投資の凍結や延期の動きがあり、売上高は減少と
なりました。情報機器事業は、情報表示装置関連で前年を上回る件名
納入がありましたが、無停電電源装置は前年ほどの需要の高まりが見
られず、売上高は横ばいで推移しました。
これらの結果、売上高は16,481百万円（前年同期は16,159百万円

で2.0%の増加）、セグメント利益は1,136百万円（前年同期は924百万
円で22.9%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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連結貸借対照表� （単位：百万円）

連結損益計算書� （単位：百万円）

連結財務諸表

第106期（当期）
2020年4月��1日から（�2021年3月31日まで�）

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

売上高 53,587 59,274
売上原価 36,636 40,678
売上総利益 16,950 18,595
販売費および一般管理費 14,009 14,934
営業利益 2,941 3,661
営業外収益 360 442
営業外費用 110 218
経常利益 3,191 3,885
特別利益 6 28
特別損失 405 39
税金等調整前当期純利益 2,792 3,874
法人税、住民税および事業税 923 1,087
法人税等調整額 △173 105
当期純利益 2,041 2,682
非支配株主に帰属する当期純利益 0 0
親会社株主に帰属する当期純利益 2,041 2,681

第106期（当期）
（2021年3月31日現在）

第105期（前期）
（2020年3月31日現在）

資産の部
流動資産 45,195 47,423
固定資産 21,774 22,026
　有形固定資産 15,781 16,465
　無形固定資産 469 713
　投資その他の資産 5,524 4,847
資産合計 66,970 69,450
負債の部
流動負債 19,842 19,894
固定負債 15,785 20,555
負債合計 35,628 40,450
純資産の部
株主資本 28,649 26,877
　資本金 8,640 8,640
　資本剰余金 2,069 2,069
　利益剰余金 18,262 16,466
　自己株式 △323 △298
その他の包括利益累計額 2,675 2,104
　その他有価証券評価差額金 1,891 1,546
　土地再評価差額金 2,348 2,410
　為替換算調整勘定 △515 △378
　退職給付に係る調整累計額 △1,048 △1,472
非支配株主持分 16 17
純資産合計 31,342 28,999
負債純資産合計 66,970 69,450



トピックス

SDGsへの取り組み
SDGsと岩崎電気の事業活動
　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、常に高い
ビジョンを設定し、先見性と想像力によって着実に目標を達成することに努力してまいりました。
　1944年の創業以来、わが国初の反射形白熱ランプ開発から、数々の光源や機器を自社で開発、製
造、販売することで社会に貢献していくことを事業の基軸としています。
　これからも光の持つ潜在力を極め、最先端の光技術を駆使し省エネルギー推進による環境負荷の
低減と社会の安全・安心に貢献する「光・環境カンパニー」への飛躍を目指します。
　そして、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新たな技術の結合により、
独自性のある商品開発と周辺事業を含めたソリューションビジネスの展開を図り、より一層付加価
値を高めた商品・サービスの提供を推進してまいります。

　照明事業は、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および周辺事業を含めたトータルソ
リューションビジネスを展開しています。

　光・環境事業は、当社グループが取り扱う紫外線、赤外線や電子
線など、さまざまな光技術を応用することで、殺菌関連分野、環境
試験関連分野、UV/EBキュア関連分野において、事業を展開して
います。

4. 環境・安全・経済効率を解決した
水処理

水質の安全性確保に万全の対策を
講じた紫外線照射装置

塩素を使わず放流先の生態系に悪影響を
与えない、自然に優しい紫外線消毒技術

3. 街の不安を減らす防災・減災技術の
創出

照明事業

防災・減災に貢献、夜間最大3日分
のあかりを提供する照明システム

衝撃試験施設の高速度撮影に最適
な光環境を提供する照明システム

2. 安全・安心を支え、働きやすく健康に
暮らせる環境を提供

あらゆる分野で徹底した
衛生管理を実現

1. 人々が長く住み続けられる環境を創る

照明事業

星空に優しい照明を 植物工場の日照不足に貢献する
補光システム

照明事業

スポーツ照明事業の展開による
地域活性化と健康増進

照明事業

全ての人にとって快適に利用
できる空間を提供

照明事業

低炭素化に向けた持続可能な
街づくりへの貢献

照明事業

照明による社会インフラ構築

光・環境事業 光・環境事業

光・環境事業光・環境事業

4つの取り組み 当社が社会とともに持続的に成長し企業価値を向上させるための取り組みを紹介します。
事業活動を通じた、社会や環境課題の解決に向けた取り組みは、SDGsの達成に貢献しています。

照明事業 光・環境事業

光・環境事業



　新型コロナウイルス（COVID-19）による世界的なパンデミックは、未だ収束の気配を見せておりません。当社では、光・環境事業の柱の一つである紫外線殺菌技術
を用いた空気循環式紫外線清浄機「エアーリア�コンパクト」をいち早く商品化し、感染拡大の抑制に努めてまいりました。
　徐々に経済活動が再開する中で、人の集まる大空間に対応する除菌装置の需要の高まりを受け、殺菌効率を高めた新形ランプ搭載の「エアーリア�プラス」「エアー
リア�パワー」を新たにラインアップしました。これらは60分の稼働でそれぞれ104畳、207畳の大空間に相当する量の空気を処理する容量を持ち、ショッピング
モールや体育館、食堂などに適用できます（天井高さ2.5m想定）。
　また、１台で接触感染による感染リスク軽減にも対応する為、オゾン除菌機能を搭載した高機能モデル「エアーリア�コンパクト�デュエル」を商品化するなど、社会
のニーズに合わせて進化を続けています。
　なお、中部国際空港でNPO法人ARTAと協同で実施した「空港UVC除菌実用化・先導実証試験プロジェクト」を代表とした、接触感染対策用のUVC照射装置にも力
を入れています。ショッピングモールのカートやバスケット、マスクなどの衛生用品から医療現場の丸ごと除菌まで、感染拡大の抑制となるポイントに対して、社会
のニーズにこたえた除菌システムの設計・開発を行い、一部の製品については導入が開始されています。
　当社には、長年培った紫外線殺菌技術があり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を抑制し、経済活動を再開させるため、当社の技術と経験を最大限に生かし、
社会に貢献する製品を提供し続けてまいります。

　青森県弘前市の中心に位置する弘前公園は、東北唯一の現存天守としても人気
を誇る弘前城を擁し、園内には国重要文化財に指定された建造物が数多く存在し
ます。
　また、「日本三大桜の名所」とも称され、毎年4月下旬から5月上旬に開催される
「弘前さくらまつり」では、約50種2,600本の桜が咲き誇り、「桜のトンネル」や、日
本最古のソメイヨシノが花を咲かせる様を楽しむことができます。2021年は、新
型コロナウイルス感染症対策を十分に講じた上で2年ぶりに開催されました。
　夜間特別照明（ライトアップ）は、今年は時間を短縮して実施され、華やかな桜が
老松の緑と見事なコントラストを描き、弘前公園の夜間景観を魅力的に映し出し
ました。
　ライトアップ用のメイン照明として、高彩度・高演色LED投光器「美vid�レディ
オック�フラッド�ネオ」をご採用いただき、色彩の再現性に優れた光で、桜本来の色
をより鮮やかに見せ、日中とは異なる幻想的な夜間景観を創出しました。また、高
効率で高出力のLED投光器「レディオック�フラッド�スポラート」を使用してライ
トアップされた桜が、お城をめぐる濠の水面に映し出される光景は圧倒的な美し
さで、訪れる人々を魅了しました。西濠の春陽橋から見るライトアップは特に人気
の高いスポットで、湾曲しながら伸びゆく濠の両岸に連なる桜の競演を満喫する
ことができます。

感染拡大抑制製品の拡充
好評の「エアーリア」に大容量タイプ２機種・高性能タイプ１機種を新たにラインアップ
様 な々環境で接触感染のリスクを軽減するUVC照射装置の商品化
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ひかり

岩崎電気の
あかり

と 1
弘前さくらまつり2021 青森県弘前市
日本屈指の桜の名所として知られる弘前公園
の夜間景観を幻想的に彩るライトアップ

　みどりの森県営球場は、佐賀県立森林公園内に1999年4月に誕生した球場で、
高校野球などアマチュア公式戦はもちろん、プロ野球公式戦も開催できる本格
的野球場として充実した設備を完備しています。
　センター122m、両翼99.1m、収容人数約16,500人という規模を持つ球場に
は、2001年にHID投光器によるナイター照明設備が設置され、レクリエーショ
ンからプロ野球まで目的に応じた5段階の点灯パターンを制御する照明制御盤
を併設しています。今回の照明設備改修では、老朽化した照明設備をHID照明
からLED照明へと更新し、併せて照明制御盤も液晶タッチパネル式の制御盤に
リニューアルしました。これまでと同様の5段階点灯パターンを継承しつつ、既
存電源設備も最小に抑えた更新とし、6基の照明鉄塔を流用の上、既設HID投光
器と同数の高出力LED投光器「レディオック�フラッド�デュエル�830W・
560Wタイプ」に更新しました。これまで、プロ野球開催時には多大な電力を必
要としていましたが、高効率、高出力、長寿命のLED照明に更新したことで、大
幅な省エネ効果が期待できるとともに、均斉度の高い良好な照明環境をつくる
ことができたと考えています。当球場は、2024年に佐賀県で開催される国民ス
ポーツ大会（国スポ、現・国民体育大会）で、高校硬式野球の競技会場として使用
される予定となっています。

ひかり

岩崎電気の
あかり

と 2
佐賀県立森林公園 みどりの森県営球場 佐賀県佐賀市
佐賀県を代表する野球場のナイター照明をLED化し 
省エネ、省メンテナンスに貢献する良好な視環境を実現

光の力でクリーンな環境をつくっている。 空気循環式紫外線清浄機「エアーリア」シリーズ

周辺の景観に配慮した真円形の球場を「レディ
オック�フラッド�デュエル�830W・560Wタイ
プ」で照らし、大幅な省エネを実現しつつ良好な
視環境を創出している。

最下段高さ40m
の照明鉄塔を流
用して高出力LED
投光器「レディ
オック�フラッド�
デュエル」を設置
している。

球場外観夜景

ひかり

岩崎電気の
あかり

と

ライトアップされた桜が中濠の水面に映り込み、幻想的な�
夜間景観を創出している。

高彩度・高演色LED投光器
「美vid�レディオック�フラッ
ド�ネオ�60クラス」設置状況

高効率、高出力、長寿命の
LED投光器「レディオック�フ
ラッド�スポラート」設置状況
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株主メモ

株式の状況�（2021年3月31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 1,775名（連結）

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159,710株を含む）
株主数 7,105名

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

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

1,841
311
49
340
1

1,055
979
3,086
160

23.53
3.98
0.64
4.34
0.01
13.49
12.52
39.45
2.04

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
4
1
30
2

149
90

6,808
1

0.28
0.06
0.02
0.42
0.03
2.10
1.27
95.82
0.02

所有者別
株主
分布状況

所有者別
株式
分布状況

（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�（2021年3月31日現在）

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） 498 6.51
ミネベアミツミ株式会社 300 3.92
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 249 3.25
岩崎電気協力会持株会 215 2.81
株式会社みずほ銀行 183 2.40
明治安田生命保険相互会社 180 2.35
株式会社三井住友銀行 168 2.20
アイランプ社員持株会 166 2.18
DFA�INTL�SMALL�CAP�VALUE�PORTFOLIO 158 2.06
日本土地建物株式会社 154 2.02
（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、株式会社日本カストディ銀行（信託
E口）（以下「信託E口」といいます。）が当社株式75,050株を保有しております。

� 3．�持株比率は、自己株式（159,710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75,050株は含まれておりません。

� 4．�当社は、自己株式を159,710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。

� 5．�日本土地建物株式会社は、2021年４月１日より中央日本土地建物株式会社に社
名変更しております。取締役および監査役�（2021年6月25日現在）

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
社 外 取 締 役 須 　 永 　 順 　 子
常 勤 監 査 役 加 　 藤 　 浩 　 昭
常 勤 監 査 役 星 　 野 　 治 　 彦
社 外 監 査 役 鈴 　 木 　 直 　 人
社 外 監 査 役 稲 　 垣 　 　 　 尚


