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前代表取締役社長の逝去について

平成24年10月1日 逝去（享年71歳）

お客様にご満足頂きたいーー。
　　　　    はその思いを、

「技術」に託しています。
私たちが目指すもの

絶え間ない革新により、お客様から満足と信頼
を頂く製品・サービスを提供し続けることを通
し、社会に貢献します。
その実現に携わる全ての人々が生き甲斐と働
き甲斐を見いだすことのできる企業であり続
けます。

　　　　グループの従業員は、顧客の悩みこそ開発プランの
源泉であると考え、顧客からの情報や知識を積極的に吸収し
て、より高度な技術力と卓越した開発力を磨き続け、「プロが
満足し得る製品やサービスを提供する会社」として存在し続け
ることを目指します。

　　　　グループの従業員は、この経営理念のもと、意思決
定・判断の基軸となる価値観を「顧客満足」に置いています。
当社グループのビジョン、すなわち目指す姿は「情報通信と画
像のプロフェッショナル」であり、その中心的な実現手段として
「デジタル・ネットワーク・ソリューション」による新たな顧客満
足の創造やお客様の問題解決を図ることを目指しています。

　　　　　グループの
経営理念

　当社前代表取締役社長の松原正樹が平成24年10
月1日（享年71歳）に逝去したことをご報告申し上
げます。平成13年6月の代表取締役社長就任以来、
11年以上の長きにわたり、池上通信機の経営に力を
尽くして参りました。
　また、平成24年11月22日には、故人を偲ぶ「お
別れの会」がグランドプリンスホテル新高輪「飛天」
にて行われ、生前親交のあった多くの方々にご来臨
頂きました。
　池上通信機は、新たに代表取締役社長として就任
した清森洋祐とともに、故人の映像技術に対する熱
意、顧客満足への姿勢を引き継ぎ、映像のプロフェッ
ショナルとして、グループ一体となって邁進してい
きます。

略歴
昭和15年12月9日生
昭和39年3月　池上通信機株式会社 入社
平成  7年7月　公共事業本部放送営業二部長
平成  9年6月　取締役就任
平成  9年6月　公共事業本部長
平成11年4月　国内事業本部長
平成13年6月　代表取締役社長就任

Question 01
通期黒字化に向けて、第72期中間期（第2四半期）
の業績をどのように捉えていますか？

　国内販売につきましては、景気低迷の影響が依然と
して影を落としています。設備投資意欲が減衰する中、
セキュリティカメラシステムの販売は低迷してしまい
ましたが、錠剤検査装置の新製品投入が売上に貢献す
るとともに、放送局向けにHDカメラシステムや映像伝

送システムの販売が伸び、売上高は増加しました。こ
の期間に競技場向けの大型映像システムが納入された
ことも売上高伸長の要因です。しかし、海外販売は低
調でした。予想されたことではありましたが、アジア
地域への販売に前年同期ほどの勢いが見られず、北米
地域ならびに欧州地域での販売も伸び悩んでしまいま
した。結果的に連結売上高は前年同期と比べ5.2%増加
し80億32百万円（前年同期売上高76億36百万円）と
なりましたが、決して楽観視できない状況です。

 ご挨拶

 社長インタビュー
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デフレ・円高の長期化により低迷する日本経済。世界に目を転じても欧州
財政不安が依然として払拭できず、閉塞感に満ち溢れている感があります。
厳しい事業環境下、  は明日をどのように切り拓いていくのか・・・
新しく社長に就任した 清森洋祐が当社グループの目指すべき方向性を語
ります。

代表取締役社長

清 森  洋 祐

　株主の皆さまにおかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げ
ます。また、平素は格別のご高配、ご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　最先端のテクノロジーを深化させ、多様な価値観を持つお客様の声に応
え続けてきたIkegamiは、そのコア・コンピタンスであるIP&T（Image：
撮像、Process：画像処理、Transmission：伝送）技術を探求し、グルー
プ一体となって、お客様の夢や希望を形にしていきます。当社グループの
事業環境は依然厳しい状況が続いていますが、全役員、全社員一体となっ
て、この難局を乗り切っていきます。
　株主の皆さまにおかれましては、引き続き一層のご支援を賜りますようお
願い申し上げます。

平成24年12月
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　損益面につきまして
は、前年に実施した合理
化策ならびに厚生年金基
金代行返上により退職給
付費用が減少しました
が、売価下落の影響に加
え、前年同期と比べ外注
加工費が増加した関係で
営業損失12億94百万円

（前年同期営業損失11億
73百万円）という結果
になりました。
　経常損益につきまして
は、円高の影響で為替差
損等の営業外費用を計

上し、経常損失14億35百万円（前年同期経常損失12
億23百万円）、最終損益につきましては、四半期純損失
14億50百万円（前年同期四半期純損失13億88百万円）
という結果です。
　当社は年度末に納期を迎える受注が多いことから1月
～3月に売上が集中する傾向があるため、第2四半期の
結果はほぼ想定どおりです。しかし、設備投資意欲が
急回復するとは見込み難く、厳しい状況にあるのは事
実です。ですから、まずは限られた案件に対し当社の
優位点を提案し着実に受注を積み重ねることで売上高
を確保すること。その上で、現在進めている原価低減
施策を徹底的に推し進め、必要に応じ、二の矢、三の
矢を放つ覚悟です。間断なく施策を講じることで、前
期に続き黒字化達成を確実なものにしていきます。

Question 02
新しく社長になられて大きな方針転換は
あるのでしょうか？

　平成20年6月に当社取締役に就任して以来、経営戦

略担当役員として故松原社長とは常に一体で、中期経
営計画策定、年度方針策定等に携わって参りました。
ですから新しく経営の舵取りを任されたからといって
方針を転換する必要はないと考えています。故松原社
長とは事在る毎に最新の市場動向と当社グループの保
有する資産（人・物・金等）の最適配分についての議
論を重ね、現有の方針を見つめ続けてきました。換言
すれば、方針を転換するタイミングは私が決めるので
はなく、市場が決めると言っても過言ではありません。
当然、期の節目では見直すことにはなりますが、今は
そのタイミングではありません。
　変化の激しい時代ですから、当社は市場の動向を毎
期見つめ直し、先3年の当社グループの姿をローリング
し続けています。残念ながら当社グループの売上高は、
ここ数年減少し続けています。今期は一定の回復が実
現できる見通しですが、今後も暫くは予断を許さない
状況が続くと予想しています。そこで、中長期的な方
針では「一定規模の売上高でも利益を確実に出せる構
造への転換が確立されていること」と「成長戦略を推
進すること」を描いています。

Question 03
構造改革には一定の目処が
ついたのではないでしょうか？

　売上規模に見合った最適な固定費構造実現という
テーマは、一昨年度、昨年度の2年間にわたる合理化策
等で目処をつけました。しかし、競争力を育むための
構造改革も必要です。10月1日より、当社と子会社間
における最適役割分担を構築しグループ全体での最適
バリューチェーンにより売上高の拡大と利益の最大化
を図ることを目的とし、宇都宮プロダクトセンターで
生産等を行っているカメラ・モニタ等の一部製品の生
産機能をテクノイケガミに移管することとしました。当
社の業績回復は、まだ途半ばです。変化の激しい時代
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だからこそ、その時流に合った体制を構築すべく、グ
ループ総合力を強化するという視点で構造改革は進め
ていきます。

Question 04
株主の皆さまは成長戦略に
期待していると思います。

　「グローバルビジネスの推進」「非放送ビジネスの拡
大」という成長戦略の柱は変わりません。もちろん、放
送市場は当社のビジネスの基盤ですから、現在は設備
投資が冷え込んでいるとはいえ手を緩めることはあり
ません。
　当社が成長する基盤は技術力にあります。そのコ
ア・コンピタンス（競合他社に真似できない核となる
能力）は、IP&T、すなわち撮像（Image）、画像処理

（Process）、伝送（Transmission）技術に集約されま
す。それらの技術を磨き上げ、有機的に融合させること
で当社グループの成長の礎を築きたいと考えています。
　先端の技術を製品として具現化し続けていくために
は、開発・設計に携わる人員の質も高めなければなり
ません。中長期課題になるかもしれませんが、常に時
代の最先端を走り続ける人員を輩出させるために横串

の施策として待遇を含めた人事制度、教育制度の在り
方にもメスを入れます。
　ただ残念ながら技術の具現化や人材の育成には時間
がかかります。私たちはコア技術を獲得していますの
で、他に優位な技術を保有する会社があれば協調して、
短期間で世界中のお客様の声に応えていきたいと思っ
ています。

Question 05
最後に株主の皆さまへのメッセージを
お願いします。

　昨年度、第71期は最終黒字を計上することができま
した。しかしながら当社グループの業績を本格的に回
復させる構造改革、成長戦略実現までの道程は厳しく
不透明であり、最大限の覚悟を以って事に当たる所存
です。池上通信機を一日でも早く成長発展させ、利益
ある持続的成長の軌道に乗せることこそが、私に課せ
られた最大のミッションであると認識しています。役
員、社員一丸となって、必ずや大きな荒波を乗り越え、
株主の皆さまのご期待に応えるよう最大限の努力を尽
くして参ります。株主の皆さまにはご理解と引き続き
一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

プロフィール　清森 洋祐（きよもり ようすけ）
生年月日 昭和27年7月14日
略　　歴 昭和51年  3月  早稲田大学政治経済学部卒業
 昭和51年  4月  東京芝浦電気㈱〔現㈱東芝〕入社
 平成20年  6月  当社入社
 平成20年  6月  取締役就任
 平成21年  6月  常務取締役就任
 平成22年  5月  専務取締役就任
 平成23年  6月  取締役副社長就任
 平成24年10月  代表取締役社長就任

0403



送分野で使われている処理技術は非常に多く、広範にわたります。放送用カメラの新製
品HDK-97Aでは、高度な映像処理技術とデジタル処理技術により、16bit A/D変換（※１）

の効果を最大限発揮し、鮮明な映像を映し出すことに成功しました。その他、表示するモ
ニタの特性に合わせた映像信号の調整（ガンマ補正）、画面の端の不自然な着色の補正（ホワイト
シェーディング）など様々な画像処理をカメラ内部で行っています。これら全てを可能にしている
のは新開発のFPGAという集積回路です。このFPGAの採用により複雑な映像処理を高速で行え
るようになりました。画質、機能、信頼性を全て高次元で実現するIkegamiの放送用カメラを小さ
な集積回路が支えています。

放

　　　　　 が求め続けること。
それは、情報通信と画像のプロフェッショナルとして、新たな顧客満足の
創造やお客様の問題解決を図ること。
　　　　　 は最先端の技術を磨きあげ、融合させ、真に価値ある製品、
システムを創りあげていきます。

Recording Technology ［記録技術］

Recording Technology
［記録技術］

査機器は画像処理技術の結晶と言っても過言ではありません。
Ikegamiの錠剤検査装置の新製品TIE-9000 seriesはパターン
マッチング（※2）という技術を用いて、錠剤の良/不良を判断します。

錠剤のキズや汚れはもちろんのこと、違う商品が混入していないか、直径、面
積、表面に印字された文字などを判定し、不良対象となるものを瞬時に弾き
出します。また放送用技術で培った画像処理技術により、人間の目では見つ
けにくい色合いの汚れまでも瞬時に判別できます。これら全てのパラメータ
を同時に処理することで、毎時50万錠の超高速処理を実現しました。
Ikegamiの最新の画像処理技術が詰め込まれた製品です。

検

行中の車両、もし万が一事故が起こってしまった場合にも、
Ikegamiのドライブレコーダは事故現場の映像をカメラで記録し、
原因を突き止め、スムーズな事故処理を行えます。ドライブレコー

ダは車内外に取り付けたカメラの映像の他、GPS機能による位置データや、
音声、加速度センサーによる急発進・急停車・急ハンドル等のデータも記録可
能で、危険運転の抑止、環境に配慮したECOドライブの実現にも効果が期待
されます。レコーダはこれら全てのデータを同時に130時間記録可能。車内
に設置するため、記録メディアには振動に強いSSD（※３）を採用することで信頼
性が高まりました。SSDは取り外しが可能で、パソコンへ接続することで自動
的にデータの解析が行えます。信頼の記録技術で街の安全を守ります。

走

科では眼球面の異常を調べる際や、コンタクトレンズのフィッティン
グを行う際に、フルオレセイン検査を行います。フルオレセインは
ブルーライトを当てると蛍光に発色し、その反応によって眼球の異

常を検査します。普通はカメラに光学フィルタをつけないと蛍光発色は撮影
できませんが、Ikegamiの医療用カメラのフルオレセインモードは独自の画
像処理技術により、蛍光発色を捉えることができます。
　また医療の現場では他にも、スキンディテールという機能が使われていま
す。ディテール処理により、赤系統の色が変化する境界を際立たせることで
患部を見つけ易くすることができます。最新医療の現場の声に応えた映像を
Ikegamiは提供し続けます。

アナログ信号をデジタル信号に変換する仕組み。16bitA/D変換は従来の8bitや12bitよりも鮮明な映像が得られる。
予め正しいパターンを登録し、それに合わないものを異物として検出する技術。
SSD（Solid State Drive）はフラッシュメモリを利用した半導体ドライブ。HDDに比べ振動などの衝撃に強く、信頼性が高い。

Processing Technology 
［処理技術］

Image Technology 
［撮像技術］

Display Technology 
［表示技術］Transmission Technology

［伝送技術］

※1
※2
※3

Seamless Integration̶　　　　　の研究開発

眼

　カメラで撮影された映像は、その用途に合わせ、様々な形
に加工されます。このような処理技術は撮像、伝送、表示など
全ての過程に係わる、まさに“映像技術のコア”と言っても過
言ではありません。

Processing Technology ［処理技術］

　また、記録技術は、近年のテープレス化の流れもあり、日進
月歩で進化を遂げ、次世代記録メディア競争は非常に熾烈な
争いになっています。今回はIkegamiの高度な処理技術と信
頼の記録技術を紹介します。
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四半期連結損益計算書 （単位：百万円）

四半期連結キャッシュ・フロー計算書  （単位：百万円）

当第2四半期連結累計期間
平成24年4月  1日から
平成24年9月30日まで

前第2四半期連結累計期間
平成23年4月  1日から
平成23年9月30日まで

売上高 8,032 7,636
売上原価 6,590 6,082
売上総利益 1,441 1,553
販売費及び一般管理費 2,736 2,726
営業損失（△） △1,294 △1,173
営業外収益 42 187
営業外費用 183 237
経常損失（△） △1,435 △1,223
特別利益 0 468
特別損失 3 622
税金等調整前四半期純損失（△） △1,438 △1,377
法人税、住民税及び事業税 12 11
少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,450 △1,388
四半期純損失（△） △1,450 △1,388

当第2四半期連結累計期間
平成24年4月  1日から
平成24年9月30日まで

前第2四半期連結累計期間
平成23年4月  1日から
平成23年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,261 1,241
投資活動によるキャッシュ・フロー △184 △595
財務活動によるキャッシュ・フロー △326 △342
現金及び現金同等物に
係る換算差額 △21 △35

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） △1,793 267

現金及び現金同等物の
期首残高 5,889 4,025

新規連結子会社の現金及び
現金同等物の期首残高 329 —
現金及び現金同等物の
四半期末残高 4,424 4,292

H21 H22 H23 H24 H25
（第72期）

H21 H22 H23 H24 H25
（第72期）

通期 ■  中間期 ■ 通期 ●  中間期 ● 通期 ■  中間期 ■ 通期 ●  中間期 ● 通期 ■  中間期 ■ 通期 ●  中間期 ●
当期純利益（百万円）　 　　当期純利益率（%） 総資産（百万円）　　　　　　自己資本比率（%）

△
1,573

△
802

経常利益（百万円）　　　　経常利益率（%）

H21 H22 H23 H24 H25
（第72期）
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四半期財務情報＜連結財務データ＞ 四半期連結貸借対照表 （単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間
平成24年9月30日現在 

前期
平成24年3月31日現在

［ 資産の部 ］
流動資産 21,254 23,719

固定資産 4,523 4,670

   有形固定資産 3,381 3,434

   無形固定資産 466 414

   投資その他の資産 676 821

資産合計 25,778 28,389

［ 負債の部 ］
流動負債 7,440 7,987

固定負債 8,438 9,127

負債合計 15,879 17,115

［ 純資産の部 ］
株主資本 11,582 12,792

   資本金 10,022 10,022

   資本剰余金 1,347 1,347

   利益剰余金 254 1,463

   自己株式 △42 △42

その他の包括利益累計額 △1,683 △1,517

　その他有価証券評価差額金 △51 8

　為替換算調整勘定 △1,631 △1,526

純資産合計 9,899 11,274

負債純資産合計 25,778 28,389

決算のご報告
　第72期中間期（第2四半期）における国内経済の状況は、東
日本大震災からの復興需要により緩やかに持ち直しの動きが見
られたものの、円高の長期化など、依然として先行きの不透明
な状況が続いています。世界経済においては、欧州財政不安が
依然として払拭できず、新興諸国の経済成長も停滞の兆しを見
せるなど、予断を許さない状況にあります。

　当社グループの主たる事業領域である放送市場につきまして
は、国内放送市場に回復の兆しがありますが、海外市場は低調
なまま推移し、以下のような結果となりました。
　なお、当期より当社子会社である株式会社テクノイケガミを
連結の範囲に含めています。
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CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

財務ハイライト

　    売上高

　売上高は前年同期に比べ、5.2%増加し、80億32百万円となりました。
国内販売につきましては、セキュリティカメラシステムの販売が落ち込ん
だものの、錠剤検査装置の新製品が売上に貢献するとともに、放送局向け
にHDカメラシステムや映像伝送システム等の販売が伸長し、また、大型
映像システムの納入が貢献し、国内の売上高は増加しました。しかし、海
外販売においては、アジア地域への販売に前年同期ほどの勢いが見られず、
北米地域ならびに欧州地域での販売も低調に推移し、売上高は減少しまし
た。海外販売は落ち込んだものの、国内放送市場の回復が寄与し売上高増
加となりました。

　    営業利益

　営業損益は前年同期に比べ、1億20百万円減少し、営業損失12億94百万
円となりました。
　売上高は国内販売の回復により増加しましたが、厳しい価格競争が続き、
製品の売価下落が利益を圧迫する状況が続いています。さらに外注加工費
の増加も重なり、営業利益は減少しました。

　    四半期純利益

　最終損益は前年同期に比べ、62百万円減少し、四半期純損失14億50百万
円となりました。
　営業外損益につきましては、受取配当金等の営業外収益がありましたが、
為替差損等の営業外費用の影響が大きく、マイナスとなりました。特別損益
については、特筆すべき事項はありません。

POINT

POINT POINT

　    総資産

　総資産は前連結会計年度末に比べ26億10百万円減少し、257億78百万
円となりました。
　資産の部につきましては主に流動資産が減少しました。これは現金及び
預金の減少（前連結会計年度末比14億64百万円減）、受取手形及び売掛金
の減少（前連結会計年度末比42億13百万円減）等によるものです。
　負債の部につきましては支払手形及び買掛金の減少（前連結会計年度末
比6億43百万円減）等により、前連結会計年度末に比べ12億35百万円の負
債減少となっています。
　純資産の部につきましては四半期純損失14億50百万円を計上したことに
より、利益剰余金が減少しています。

POINT
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会社情報
会社概要 （平成24年9月30日現在）

役員 （平成24年10月10日現在）

発行可能株式総数
発 行 済 株 式 総 数
株 主 数

株式の状況 （平成24年9月30日現在）

200,000,000株
72,857,468株（うち自己株式 271,449株）

10,912名

株式情報

株式分布状況 （平成24年9月30日現在）

（注）持株比率は自己株式（271,449株）を控除して計算しています。

CORPORATE DATA /STOCK INFORMATION  

■金融機関 6,600,791株 9.06%

■金融商品取引業者 1,753,405株 2.41%

■その他法人 17,596,440株 24.15%

■外国法人等 1,274,063株 1.75%

■個人その他 45,361,320株 62.26%

■自己名義株式 271,449株 0.37%

■1,000株未満 2,226名 20.40%

■1,000株以上 6,563名 60.15%

■5,000株以上 1,063名 9.74%

■10,000株以上 922名 8.45%

■50,000株以上 67名 0.61%

■100,000株以上 71名 0.65%

株式数
72,857,468株

100.00%

株主数
10,912名
100.00%

所有者別分布状況

所有株数別分布状況

【U.S.A】  アメリカではアメリカン・フットボール、野球、バスケットボール、
アイスホッケーが4大スポーツと呼ばれ、国民の人気を得ています。
　Ikegamiの製品は様々なプロスポーツチームで使用され、マイアミ・ドルフィ
ンズ（アメリカン・フットボール）、シカゴ・ホワイトソックス（野球）のほか、
このたび新たに放送用カメラの新製品HDK-55がバッファロー・ビルズ（アメ
リカン・フットボール）で採用され、多岐にわたって活躍しています。
　さらにはテニスの4大大会の一つであるＵＳオープンの中継においても
Ikegamiのカメラが活躍し、アメリカのスポーツシーンの感動を届けています。
　また、最近ではテキサス・クリスチャン・ユニバーシティーにHDK-77EC、サザン・ケンタッキー・ユニバー
シティーにもHDK-79EXⅢαを大量に納入するなど、各地の大学でIkegami製品が使用され、将来のカメラマン、
技術者育成にも一役買っています。

全世界で活躍する  製品。
世界トップレベルの映像技術を武器に、新たな市場開拓を行っています。
  のグローバル化への取り組みを紹介します。

【Europe】  今夏ポーランドとウクライナで併催され
たEURO2012サッカー欧州選手権。4年に1度開催
され、欧州のNo.1を決めるこの大会は延べ140万人
を動員し、イギリスではイングランド対イタリア戦
の視聴率がなんと60%を超えたと言われています。
スペインの3回目の優勝で幕を閉じたこの大会の裏
ではIkegamiのライブカメラHDK-79EXⅢαがドイ
ツを中心にライブ放送で運用されました。
　今年初めにWDR西部ドイツ放送協会様の最新
大型テレビ中継車用にHDK-79EXⅢαを20式納入

し、 そ の 初 め て
の 大 型 運 用 が こ
のEURO2012と
な り、 欧 州 各 地
の 会 場 か ら 熱 気
を 届 け る こ と が
できました。

【Asia】  急拡大・
急成長を遂げるイ
ンド市場において、
インドの大手レン
タルハウスのREAL 
IMPACT社様より
放送用カメラの新
製品HDK-55を20式ご注文頂き、7月にまず10式を納
入しました（残りの10式は11月に納入予定）。これら
のカメラはレンタル用途として音楽番組など、多くの
番組制作の現場で活躍しています。その他、インドの
ハイデラバードの放送局、TV10様からもHDK-55を
10式ご注文頂き、活躍の場を広げています。
　インドではムンバイで開催された放送機器の展示
会「BROADCAST INDIA」に同カメラを始め、各
種カメラ、モニタを出展し、Ikegami製品の魅力を
伝え、さらなる市場拡大に向け活動しています。

商 号
英 文 商 号
本社所在地
事 業 所

グループ会社

従 業 員 数
創 立

資 本 金
主 要 製 品

　

池上通信機株式会社
IKEGAMI TSUSHINKI CO.,LTD.
〒146-8567  東京都大田区池上 5-6-16
営業拠点：  営業本部（東京都）、大阪支店、名古屋営

業所、福岡営業所、仙台営業所、札幌営業
所、池上駐北京事務所

開発拠点：開発本部（川崎市）
生産拠点：  湘南プロダクトセンター（藤沢市）、宇都宮

プロダクトセンター
Ikegami Electronics(U.S.A.),Inc.
Headquarters(New Jersey)、West Coast office(California)、
Southwest office(Texas)、Midwest office(Illinois)、Southeast office(Florida)

Ikegami Electronics(Europe) GmbH
Headquarters(Germany)、U.K. Branch、Denmark office

株式会社テクノイケガミ
761名（連結893名）
昭和23年2月21日

（個人創業：昭和21年9月10日）

10,022 百万円
放送用カメラシステム、放送用モニタ 、映像制作・
送出システム、映像伝送システム、中継車システム、
セキュリティカメラシステム、医療用カメラシステム、
各種外観検査装置等　　

代表取締役社長
常 務 取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
監査役（常勤 )              
監査役（常勤 )
監 査 役
監 査 役
監 査 役

清 森 　 洋 祐
鈴 木 　 玉 生 
駒野目     裕  久
茂手木     千  秋
樫 村 　 直 樹
楢 舘 　 鑑 族
千 葉 　 悦 雄
大 越 　 弘 孝
永 島 　 建 二  
金 子 　 和 也

大株主（上位10名） 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社東芝 14,572 20.08 
斎藤輝久 3,320 4.57 
斎藤友彦 1,216 1.68 
池上通信機取引先持株会 952 1.31 
日本証券金融株式会社 835 1.15 
三菱UFJ信託銀行株式会社 654 0.90 
株式会社プロジェクトケイニジュウイチ 646 0.89 
富士フイルム株式会社 599 0.83 
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口6） 557 0.77 

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口3） 524 0.72 

大株主
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事 業 年 度

定 時 株 主 総 会

配当金受領株主確定日

単 元 株 式 数

株 主 名 簿 管 理 人
特別口座の口座管理機関

同 連 絡 先

公 告 方 法

株主メモ
毎年4月1日から 翌年３月31日までの1年

毎年6月

3月31日
(中間配当を実施するときの株主確定日は9月30日です。）

1,000株

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137−8081東京都江東区東砂七丁目10番11号
電話0120−232−711（通話料無料）

電子公告をもって行います。
公告掲載URL http: //www.ikegami.co.jp/ir/koukoku/

（ただし、事故その他の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は、東京都において発行する
日本経済新聞に掲載します。）

株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設され
ている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっています。口座を開設されている証
券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いで
きませんのでご注意ください。

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口
座管理機関となっていますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問
い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎします。

IKEGAMI TSUSHINKI CO., LTD.
〒146-8567 東京都大田区池上5-6-16
TEL:03-5700-1111（大代）   FAX：03-5700-1137
http://www.ikegami.co.jp/

（ご注意）

1.

2.

環境保全のため、FSC®認証紙と植物油インキを使用して印刷しています。

ホームページのご案内
最新ニュースを参照できるほか、当社
の業務についてご紹介しています。また、
決算数値などのIR関連印刷物をダウン
ロードすることもできます。

会社情報ホームページ   
http://www.ikegami.co.jp/

見やすいユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


