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　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。
　ここに「第72期 株主通信」をお届けし、第72期の事
業の概況をご報告させて頂きます。

　当期（第72期）の経済状況は、東日本大震災からの
復興需要を背景として緩やかながら持ち直しの傾向にあ
りましたが、世界経済の低迷や長期化する円高基調によ
り不透明な状況が続きました。しかし、昨年末の政権交
代以降、新政権によるデフレ脱却に向けた大胆な金融政
策への期待から、円安・株高が急速に進行し、今後の景
気回復に向けた期待感が高まっています。
　一方、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、成長を続けていた新興諸国の経済成長が停滞
の兆しを見せるなど、予断を許さない状況にあります。

　当社グループの関連する業界におきましても、国内・
海外ともに設備投資の抑制動向は依然として強く、価格
競争の激化など厳しい事業環境が続いています。このよ
うな状況の中、当社グループは生産構造改革やサプライ
チェーンの見直しなどの施策を断行し、2期連続となる
黒字化を達成しました。

　国内販売につきましては、セキュリティカメラシステ

ムの売上が低調に推移しましたが、錠剤検査装置の新製
品が大きく売上を伸ばし、大型スタジオ向け放送システ
ム、大型映像システムの納入等によりHDカメラシステ
ムやノンリニア編集機器等の販売が伸長し、売上高は増
加しました。一方、海外販売においては、医療用カメラ
等の販売が伸長したものの、前年同期に中継車システム
等の納入により大きく売上を伸ばしたアジア地域への販
売は同等の大型案件需要がなく、前年同期と比べ大きく
落ち込んだことに加え、北米地域ならびに欧州地域での
販売も低調に推移したため、売上高は減少しました。結
果、連結売上高は前年同期と比べ、ほぼ同等の242億60
百万円となりました（前年同期売上高243億82百万円）。
　損益面につきましては、販売に復調の兆しが見えにく
い中、前年度に実施した合理化策ならびに厚生年金基金
の代行返上による退職給付費用の減少など、人件費・経
費等のコスト削減施策に一定の成果が表れ、売上原価
率が改善したことで、営業損益は前年同期と比べ2億70
百万円増加し、営業利益4億46百万円（前年同期営業利
益1億75百万円）となりました。
　経常損益につきましては、急激な円高修正の進展に
よる為替差益等の営業外収益を計上し、経常利益7億67
百万円（前年同期経常利益4億1百万円）となりました。
　最終損益につきましては、特別利益として厚生年金基
金代行返上益を計上し、当期純利益9億4百万円（前年
同期当期純利益59億56百万円）となりました。

　当社グループは、収益の状況や経営環境に対応した安
定配当の継続を基本とし、企業体質の強化と将来の事業
展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して決定
することを基本方針としています。特に、株主の皆さま
に対する利益の還元は企業として重要な責務であると認
識しています。
　しかしながら、当期におきましては内部留保がいまだ
脆弱な状態にありますので、誠に遺憾ながら当期配当に
つきましては見送らせて頂きました。
　株主の皆さまには大変申し訳なく、深くお詫び申し上
げます。

　なお、次期配当につきましては、当社グループの売上
が第4四半期連結会計期間に集中する傾向を鑑み、第2
四半期末は見送りとさせて頂く予定ですが、期末配当に
つきましては業績状況の推移等を見通した上で決定する
こととし現段階では未定とさせて頂きます。
　構造改革の断行と併せ成長戦略を積極的に推進させ、
業績に裏付けられた成果の配分を継続的に行うことがで
きるよう努力いたします。

　当社グループを取り巻くビジネス環境は、中長期の視
点では国内外での放送のデジタル化投資やセキュリティ
等に対する設備投資需要は見込まれるものの顧客の設備
投資意欲が急激に本格回復することは見込み難い状況に
あります。加えて、厳しい価格競争や製品技術・開発競
争、多様化する顧客要求への対応など、収益面を圧迫す
る厳しい事業環境は、中長期の視点で見ても一層激しさ
を増していくと思われます。

　このような事業環境下ではありますが、生産構造改革、
サプライチェーンの見直し、設計V/Aの推進による開発
の効率化等の施策を断行した結果、厳しい価格競争の中
でも利益を上げられる体質への転換が進んでいます。
　今後は中長期的な軸足を成長戦略へと移し、グローバ
ルビジネスの推進による売上規模の拡大を目指していき
ます。当社グループの基盤である放送事業においては、
国内ビジネスの売上高の確保はもちろんですが、アジア
を中心とした海外展開に注力し、グローバル化を加速さ
せます。また、放送事業で培った最高峰の映像技術を非
放送系ビジネスにも積極的に応用し、特に医療機器や検
査機器の販売を加速させ、第2の事業の柱に育て上げた
いと思います。

　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25年6月

TOP MESSAGE

私たちが目指すもの 株主の皆さまへ

代表取締役社長

清 森  洋 祐

　　　　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。

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
経営理念
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1,328百万円

5.0%

売上高構成比

EUROPE
売上高構成比

23,221百万円
（アジア  2,840百万円）

87.2%

JAPAN
売上高構成比

2,064百万円

7.8%

NORTH AMERICA

放送 セキュリティ
Ikegamiのセキュリティ事業はプラントや大型施設、鉄道、
繁華街など様々な場所で高度な監視システムへの要求に応
えます。また、最近では走行中のバスの内外の監視を行う、
バスカメラシステムの提案も行っています。走行中の加速度

（急ブレーキ、急発進）の測定やGPSによる経路調査、万一、
事故が起こった際の録画映像での検証などが行える高度な
セキュリティソリューションです。

UnicamHDカメラ「HDK Series」

ミリ波HD映像伝送装置 「GL-60」

スーパー35mmフォーマットカメラシステム　HDK-97 ARRI

2011年のNAB（毎年ラスベガスで開催される世界最大規模の放送機器の展示会）で初出展し
たUnicam HD カメラHDK-97A。映像コンテンツの更なる高画質化をサポートする広帯域出
力（3D-SGI）を標準装備した業界最高クラスの性能で映像品質にこだわる映像技術者の要求
に応えています。HDK SeriesはHDK-97Aをフラッグシップモデルとし、マルチユーススタン
ダードモデルのHDK-79GX、機能を限定して価格を抑えたHDK-55など豊富なラインアップ
でお客様の要求にフィットした提案が可能です。Unicamという共通のプラットフォームによ
りお客様の様々な要望に柔軟に対応します。

映像伝送装置の新製品GL-60は60GHz帯ミリ波を用いてHD映像を非圧縮で伝送します。画像圧縮を行
わないため、画質の劣化や遅延のない伝送が可能です。また、免許不要な装置ですので、だれでも運用
が可能。スポーツ中継や高度な監視システムなど様々なシーンで活躍が期待されます。

世界最大の映画用カメラメーカーであるドイツARRI社との協業により、フィルムライクな画
作りを可能にした新たなコンセプトのシステムカメラを開発し、2013年NABで披露しまし
た。映像全体のフレーバーを決める重要要素であるダイナミックレンジを確保し、デジタル
シネマのテイストを加えた新たな画作りに挑戦するドラマ撮影クルーをサポートします。ま
た、マルチカメラ運用が可能なシステムカメラとして、ドラマ制作の効率化にも貢献します。

outline

のビジネス 所在地別セグメント概況（2013年3月31日現在）

世界中から信頼を頂いている、　　　　  の技術。
　　　　  は、常に、最先端のテクノロジーを具現化し続け、
お客様の声に応えていきます。

世界中の放送局で使われるカメラ。そこで求められる映像技
術はもちろん最高峰です。Ikegamiは放送用カメラのフラッ
グシップモデルであるHDKシリーズを筆頭に、常にこれらハ
イエンドカメラ市場の要求に応えてきました。カメラだけで
なく、副調整室、中継車の設計など、長年お客様の要望に応
え続けてきたシステム構築のノウハウを武器に、放送の未来
を創り続けます。

品質管理に欠かせない工程「検査」。Ikegamiの検査機器は独
自の画像処理技術により、様々な材質、形の対象物の検査が
可能です。中でも錠剤検査装置の新製品TIE-9000シリーズは
高精度かつ高速な処理を実現し、外観検査工程の効率化に貢
献しています。その他にも顆粒剤検査装置（POIE）、金属箔な
どの平面検査装置（PIE）、食品容器等のカップ検査装置(CIE)
など多種多様な検査に対応し、企業の品質管理に貢献します。

Ikegamiの医療用カメラは脳神経外科や眼科など、非常に繊
細な手術を行う際に使用されます。ドクターがミリ単位のオ
ペを行う際に用いる手術顕微鏡に取付け運用されるため、カ
メラ自体はコンパクトで、かつ高画質であることが求めら
れます。そんな医療現場の要望を小さな機体に詰め込んだ
Ikegamiの医療用カメラは、世界中の医療機関で活躍し、高
い評価を得ています。

検査メディカル

FOCUS

!

FOCUS

!

FOCUS

!
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NEWS & TOPICS

年間トピックス

5月
13 年12 年

紅白歌合戦などで使用
されるNHKホールの副
調整室設備を受注。

テレビショッピング大手のジャ
パネットたかた様の東京スタジオ
がオープン。カメラからスタジオ
システム、編集システムなど放送
設備一式をIkegamiが納入。

世界最多の来場者数を誇るマシン
ビジョンの展示会「国際画像機器
展」に出展。従来のカメラでは表
現できなかった色域まで表現でき
る高色忠実カメラなどを出品。

テレビ朝日様向けに
トータルファイルベー
ス ソ リ ュ ー シ ョ ン
iSTEP+をコアにした
スポーツファイルベー
スシステムを納入。ス
ポーツの祭典などの運
用で活躍。

日新製薬様の本社工場、
荒谷新工場向けに錠剤
検査装置の新製品TIE-
9000 series２台納入。 
新製品の販売に向け好
発進。

入社10年目以内の若手社員を
中心とした内覧会「Ikegami 
Broadcast Festival'13」を
東 京 青 山 で 開 催。Twitter、
Ustreamの活用など、新たな
試みも行った。
Ikegamiの ゆ る
キャラ「どっか
ぶるず」も誕生。

フィリピン最大のテレビ局
ABS-CBN局様に当社最新鋭
のHDカメラ15式が採用され
る。東南アジアのシェア拡大
を進める。

代々木ゼミナール様の授業生放送（サテライン
ゼミ）の全システムHD化を実施。春季講習よ
りハイビジョン＆ワイド映像でお届け。

テレビショッピングを取り扱う
QVCジャパン様の新社屋向けに、
当社ＨＤスタジオカメラを納入。

国内最大規模の放送機器の展示
会「Inter BEE 2 0 1 2」 に 出 展。
"Exceed the Technology"をテー
マにUnicamHD Seriesなどの最新
カメラを一堂に出品した。

国内最大級の医療・福祉設備機
器 の 展 示 会「HOSPEX Japan 
2012」に出展。超小型フルハイ
ビジョンカメラなどのラインアッ
プを出品し好評を博す。

執行役員制度の導入を決
定。取締役会機能の強化
と業務執行のスピード強
化を両立させる体制を構
築した。

岩手県交通様にバスカメ
ラシステムを200式以上
納入。セキュリティカメ
ラとドライブレコーダの
組み合わせで安全性の向
上に貢献。

テレビ朝日様向けに報
道／制作中継の両立を
実現した中継車を納
入。Ikegamiならでは
の柔軟なシステム構築
で多様なシーンに対応
できる中継車が完成。

世界最大規模の放送機器
の展示会「NAB SHOW 
2012」に出展。フラッ
グシップカメラシステム
UnicamHD seriesを拡充
し、お客様の用途に合わ
せた多様な運用スタイル
を提案。

エリザベス女王即位60年記念式
典において、空撮用に当社ＨＤカ
メラが使用される。バッキンガム
宮殿のコンサート、ウェストミン
スター寺院での式典など主要なイ
ベントで活躍。

中国で行われた中国全国白内障学
会＆APACRS併設展示会に医療用
カメラを出展。医療用カメラの海
外展開に向け、積極的に海外の展
示会に出展し、高い評価を得る。

子会社であるテクノイケ
ガミに生産移管を実施。
グループ全体の最適なバ
リューチェーンの実現と、
アフターサービスの充実
による他社との差別化に
向けた施策を断行する。

2012年10月1日、松原正樹
前社長が逝去。清森洋祐が
社長に就任し、新生Ikegami
として新たなスタートを切
る。

4月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

「どっかぶるず」
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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）

当期
平成24年4月1日〜
平成25年3月31日

前期
平成23年4月1日〜
平成24年3月31日

売上高 24,260 24,382
売上原価 18,277 18,886
売上総利益 5,982 5,496
販売費及び一般管理費 5,536 5,320
営業利益 446 175
営業外収益 390 318
営業外費用 69 92
経常利益 767 401
特別利益 179 7,333
特別損失 22 1,751
税金等調整前当期純利益 924 5,983
法人税等合計 19 26
少数株主損益調整前当期純利益 904 5,956
当期純利益 904 5,956

当期
平成24年4月1日〜
平成25年3月31日

前期
平成23年4月1日〜
平成24年3月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,099 2,520
投資活動によるキャッシュ・フロー 227 15
財務活動によるキャッシュ・フロー △658 △649
現金及び現金同等物に
係る換算差額 41 △22
現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） △2,489 1,863
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
期末残高 3,728 5,889

H21 H22 H23 H24 H25 H21 H22 H23 H24 H25H21 H22 H23 H24 H25

34,347

■ 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（%）

△2.53
32.2

■ 経常利益（百万円）　● 経常利益率（%）

△2.24
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財務情報＜連結財務データ＞ 連結貸借対照表 （単位：百万円）

当期
平成25年3月31日現在

前期
平成24年3月31日現在 

［ 資産の部 ］
流動資産 22,901 23,719
固定資産 4,996 4,670
   有形固定資産 3,497 3,434
   無形固定資産 545 414
   投資その他の資産 953 821
資産合計 27,898 28,389

［ 負債の部 ］
流動負債 7,503 7,987
固定負債 7,695 9,127
負債合計 15,198 17,115

［ 純資産の部 ］
株主資本 13,938 12,792
   資本金 10,022 10,022
   資本剰余金 1,347 1,347
   利益剰余金 2,610 1,463
   自己株式 △42 △42
その他の包括利益累計額 △1,237 △1,517
　その他有価証券評価差額金 144 8
　為替換算調整勘定 △1,382 △1,526
純資産合計 12,700 11,274
負債純資産合計 27,898 28,389

決算のご報告
　第72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
要を背景として緩やかながら持ち直しの傾向にありましたが、世
界経済の低迷や長期化する円高基調により不透明な状況が続きま
した。しかし、昨年末の政権交代以降、新政権によるデフレ脱却
に向けた大胆な金融政策への期待から、円安・株高が急速に進行
し、今後の景気回復に向けた期待感が高まっています。

　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、
設備投資意欲が依然として低調なまま推移していますが、コスト
削減施策が一定の効果を現し、原価率が改善するなど利益体質へ
の転換が進み、以下のような結果となりました。
※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

　   総資産

　総資産は前連結会計年度末に比べ4億90百万円減少し、278億98百万円
となりました。
　資産の部につきましては現金及び預金の減少、受取手形及び売掛金、た
な卸資産の増加等、流動資産が変動しました。
　負債の部につきましては社債や長期借入金の減少や、昨年度実施した厚生
年金基金の代行部分（過去分）返上の影響により退職給付引当金が減少する
など、前連結会計年度末に比べ19億17百万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当期純利益9億4百万円の計上により、利益剰
余金が増加し、自己資本比率も39.7%から45.5%に増加しました。

　   売上高

　国内販売はセキュリティカメラシステムの売上が低調に推移する中、錠
剤検査装置の新製品TIE-9000 seriesが大きく売上を伸ばし、大型スタジオ
向け放送システム、大型映像システムの納入等があったことで、HDカメラ
システムやノンリニア編集機器等の販売が伸長し、売上高は増加しました。
　一方、海外販売においては、医療用カメラ等の販売が伸長したものの、
前年同期に中継車システム等の納入により大きく売上を伸ばしたアジア地
域への販売は同等の大型案件需要がなく、前年同期と比べ大きく落ち込ん
だことに加え、北米地域ならびに欧州地域での販売も低調に推移したため、
売上高は減少しました。
　結果、連結売上高は前年同期と同程度の242億60百万円となりました。

POINTPOINT

　   当期純利益

　最終損益は当期純利益9億4百万円となりました。
　営業外損益につきましては、期末に向け為替が大きく円安に進行したた
め、為替差益3億10百万円を計上し、経常利益は3億66百万円増加し、7
億67百万円となりました。
　また、当期純利益におきましては、昨年度と比較すると大きく減少し
ていますが、これは昨年度に厚生年金代行返上益68億64万円を特別利益
として計上したためです。今期についても厚生年金基金代行返上益1億75
百万円を計上し、当期純利益も2期連続の黒字化を達成しました。

POINT　   営業利益

　営業損益は前年同期に比べ、2億70百万円増加し、営業利益4億46百万
円となりました。
　売上高が低調に推移し、昨年度と同程度であったものの、利益体質へ
の転換に向けた生産構造改革やサプライチェーンの見直し、経費節減等の
様々な施策を断行した結果、売上原価率の改善が大きく進み、営業利益が
増加しました。

POINT
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代 表 取 締 役
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

役員　　　　　　　　　　　　　　　（平成25年6月27日現在）

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

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25年3月31日現在）

200,000,000株
72,857,468株（うち自己株式 274,822株） 
10,359名

株式情報

大株主

株式分布状況　　　　　　　　　　　（平成25年3月31日現在）

大株主（上位10名） 持株数（千株） 出資比率（％）

株式会社東芝 14,572 20.07 
斎藤輝久 3,320 4.57 
斎藤友彦 1,216 1.67 
池上通信機取引先持株会 1,027 1.41 
日本証券金融株式会社 1,014 1.39 
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 0.82 
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 593 0.81 

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口6） 561 0.77 

■金融機関 6,962,791株 9.56%

■金融商品取引業者 2,207,224株 3.03%

■その他法人 17,426,784株 23.92%

■外国法人等 2,068,063株 2.84%

■個人その他 43,917,784株 60.27%

■自己名義株式 274,822 株 0.38%

■1,000株未満 2,219名 21.42%

■1,000株以上 6,134名 59.22%

■5,000株以上 981名 9.47%

■10,000株以上 881名 8.50%

■50,000株以上 69名 0.67%

■100,000株以上 75名 0.72%

株式数
72,857,468株

100.00%

株主数
10,359名
100.00%

所有者別分布状況

所有株数別分布状況

（注）出資比率は自己株式（274,822株）を控除して計算しています。

ジャパネットたかた様東京スタジオに放送設備一式納入

執行役員制度の導入

　テレビショッピング大手のジャパネットたか
た様は新たな拠点として東京スタジオを2012
年12月にオープン。東京六本木のビルの34
階にあるスタジオで、その窓からは東京の景
観が一望でき、“天空のスタジオ”と呼ばれて
います。
　スタジオフロアにはIkegamiの最新鋭のハ
イエンドスタジオカメラHDKシリーズがズラ
リ。その他、副調整室（映像の切替やフロア
への指示等を行う場所）設備、編集機器、実
際に映像を送り出すマスタ設備など、放送設
備一式を納入させて頂きました。
　「眺望を生かしたスタジオにしたい」という
ご要望を頂き、季節ごとに、そして１日のうちに
朝、昼、夜と変化する外光に応じて、プリセット

　当社は2013年4月より、コーポレート・
ガバナンス強化の一環として執行役員制度を
導入しました。執行役員とは取締役会の意思
決定に基づき、担当する業務を確実に実行す
る責務を担う重要ポジションです。当社取締
役会は、当社グループ全体の経営方針・戦略

操作で最適な調光を可能にする照明設備など、
今までにない工夫が詰まったスタジオです。
　もちろんIkegami最大の売りであるハイク
オリティな映像技術によって、商品の魅力や
企画者・制作者の情熱を今まで以上にお伝え
します。

の意思決定機能を一層強化させ、執行役員は
方針・戦略に基づき担当業務の執行を迅速か
つ着実に推進していきます。取締役・執行役
員一丸となって、事業環境の変化に、柔軟か
つスピーディに対応できる経営基盤の確立を
目指します。

会社概要 （平成25年3月31日現在）

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

株式会社テクノイケガミ
698名（連結880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　　
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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.

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/

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。

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。


