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Question 01
通期の目標値達成に向けて、
第73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？

　まず、国内販売においては、株高や円安が進行するな
ど、景況感は回復傾向にありますが、放送各局の設備投
資需要はまだ本格的な回復には至っていません。当中間
期においては、セキュリティカメラシステムや医療用カ
メラの販売が伸長しましたが、当社の主力事業である放
送用機器の販売が伸び悩み、国内の売上高は減少しまし
た。また、海外販売については、中国などアジア地域へ
の販売が伸びました。アジア地域はグローバル化のメイ
ンターゲットであり、特に力を入れている地域です。欧
州地域では放送用機器が低迷する中、医療用カメラの販
売が大きく伸び、前年同期に比べ売上高を伸ばしていま
す。しかし北米地域では放送用機器の売上減少の影響が
大きく、売上高の低迷が続いています。結果、国内放送
用機器の販売減をカバーできず、連結売上高は前年同期
と比べ4.3%減少し、76億83百万円（前年同期売上高80

億32百万円）となりました。
　しかしながら売上高は減少しましたが、損益面では、
サプライチェーンの改革が進んだことに加え、人件費・
経費の節減、生産効率化の実現により、売上原価率に改
善効果が見られたため、結果、営業利益は前年同期に比
べ改善し、営業損失12億70百万円（前年同期営業損失
12億94百万円）になりました。
　また営業外損益において、昨今の円安の影響を受け、
為替差益1億71百万円を計上したことなどから、経常損
失10億70百万円（前年同期経常損失14億35百万円）、
最終損益につきましては、四半期純損失10億96百万円

（前年同期四半期純損失14億50百万円）になりました。
　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
果は営業利益ベースではほぼ想定どおりです。最終損益
については為替の影響等から公表値を上回る結果で折り
返すことができましたが、為替変動などの不確定な要素
も想定されるので、現時点では通期業績の予想は据え置
きとさせて頂いています。景気回復の兆しは見えてきま
したが、特に放送設備に関して言えば、国内のアベノミ
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新政権の経済政策により、日本株の高騰、世界的な円安傾向な
ど、景気の回復が進んでいるように見られますが、実体経済への
波及はこれからであり、本格的な事業環境の好転にはまだ時間
がかかる見込みです。海外経済においても新興国の経済成長の
鈍化など依然として予断を許さない経済状況が続いています。
このような経済環境の中、当社グループがどのような目標を定め、
どのようにそれを達成させるのか、社長の清森洋祐が語ります。

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。
　Ikegamiは最先端の映像技術を駆使し、多様な価値観を持つお客様の声に
応え続けてきました。 その源泉をIP&T(Image：撮像、Process：画像処理、
Transmission：伝送)技術と位置づけ、これからも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。昨今のアベノミクス効果により景気回復の兆
しも現れつつあり、今後、当社グループを取り巻く事業環境にも徐々に陽光が差
し込んでくるものと思われます。当社グループは引き続き顧客満足を限りなく追
求し、全役員、全社員一丸となって更なる成長、発展に向けて邁進して参ります。
　株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますよう宜しくお
願い申し上げます。

平成25年12月

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
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クス効果や米国の経済回
復基調による消費の底上
げが波及し、広告宣伝費
の増加、設備投資意欲の
回復へと連鎖していくに
は多少時間がかかると思
われ、気を緩めてはなら
ないと考えています。利
益体質への転換が数値と
なって現れ始めたので、
まずは今期公表値の売上
高の確実なる達成を目指

し、当社の優位性をアピールすることで着実に受注を積
み重ねていきたいと思います。原価低減施策もまだまだ
終わりではありませんので、更なる利益体質への転換を
推し進め、利益の拡大を目指して参ります。

Question 02
今年度新たに執行役員制度を導入した目的は
何ですか？

　当社は今年度（平成25年度）4月にコーポレート・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。
その目的は経営の意思決定機能の強化と業務執行の迅速
かつ着実な推進です。
　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ポジションです。本制
度の導入により取締役は経営の意思決定に専念すること
ができ、当社グループ全体の経営方針や戦略の意思決定
機能の強化・スピード化を図ります。また、執行役員は
その方針・戦略に基づき、実際の業務を迅速かつ着実に

執行していく役割を果たします。
　会社の意思決定、業務執行の両輪を加速させ、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
確立を目指しています。

Question 03
今後の成長戦略についても期待されますが？

　足元の業績として、今期の売上高確保は最優先事項で
すが、中・長期的には「グローバルビジネスの推進」「非
放送ビジネスの拡大」により成長戦略を実現させていか
なくてはなりません。国内放送市場は当社ビジネスの基
盤ですから、設備投資が冷え込む中でも一定の売上高を
確保することが求められますが、Ikegamiが更なる飛躍
をするためにはこれら2点に注力し、第2の売上基盤を作
り出すことが必要です。
　グローバル化のメインターゲットはアジアです。
Ikegamiは放送用カメラの中でもトップエンドの製品を
扱っているため、各国の国営放送や大手放送局などが中
心になりますが、それでも中国やインドなどの広大な
マーケットの獲得は当社の売上拡大になくてはならない
ものと考えています。また、近年は東南アジアの国々で
も経済発展が著しく、大手放送局では当社のカメラを使
用して頂けるようになってきています。トップエンドの
製品開発に注力してきた当社ですが、各国地域の購買力、
地域事情も考慮し、今後はグローカリゼーション（世界
的視野を基軸に置きながら各地域に適合した製品開発）
も見据え、展開していきます。広大なアジアのマーケッ
トを制するにはグローバルに活躍できる人材を多く揃え
る必要があり、グローバル人材の獲得、育成にも力を入
れています。

TOP MESSAGE

　非放送ビジネスの拡大については医療用カメラが有力
です。当社医療用カメラは国内で非常に高い評価を得て
いますが、国内だけでは市場規模が小さく、第2の柱へと
成長させるためには、こちらも海外の市場に挑戦する必
要があると考えています。特に今は欧州地域のOEM受注
に力を入れており、既に欧州での売上拡大が進んでいま
す。この火種を北米・アジア地域へと拡大し、医療用カ
メラビジネスを放送に次ぐ第2の柱へと成長させます。

Question 04
メーカーとして技術力強化を
どのように行っていきますか？

　技術力はメーカーにとって成長の源泉となる最も重要
なものです。当社の核となる技術は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、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。待遇を含めた人事制度、教育制度の在り方を再検

討することで、開発・設計に携わる人員の質を高め、映
像技術の最先端をリードしていきたいと思っています。
　ただ、技術の具現化や人材の育成には時間がかかるの
も事実です。当社のコア技術を他社の技術と融合させる
ことでタイムリーに魅力ある製品を市場に提供できるの
であれば、それらと協調して、お客様の声に応えていく
ことも必要だと考えます。最近ではドイツのデジタルシ
ネマ大手ARRI社と協業で、放送用カメラの運用性とシネ
マライクな映像表現を兼ね備えた新しいコンセプトのカ
メラ「HDK-97 ARRI」を開発し、非常に高い評価を得て
います。このように新しい発想で放送業界のニーズを拡
大するような魅力ある製品を開発し、成長戦略の実現に
繋げたいと思います。

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72期は2期連続となる最終黒字を計上する
ことができ、着実に利益体質への転換が進んでいます。
今後は成長戦略の実現により、その利益を一層拡大させ、
株主様をはじめとしたあらゆるステークホルダーの皆様
に対し還元できるよう努めて参ります。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。
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HDK-97 ARRI発表後の世界からの反響全く新しいコンセプトから生まれた
フィルムライクな映像表現を可能にする放送用カメラ

基軸はIkegamiのコアコンピタンスIP&T。注目の製品に焦点を当てます。

Super 35mm Format 
Camera System 「MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2013」

で採用
Lady Gaga、Bruno Mars、Justin Timberlake他、数多く
のスターが集まった世界最大級の音楽イベント「MTV 
VIDEO MUSIC AWARDS 2013」にてHDK-97 ARRIが8
式運用され、その興奮の一夜を全米に届けました。
多くの関係者から高い評価を得ることができ、ディレクター
のHamish Hamilton氏からは「私の全てのライブのマルチ
カメラディレクター、プロデューサー仲間に対し、私は、これ
こそ優れたDTL、衝撃的なカラー、素晴らしい被写界深度を
持ったカメラであると断言できる。もう他の方法では、仕事を
したくないほどだ」とのコメントを頂くなど、その映像表現力
と運用性が証明されました。

IABM「Design & Innovation Awards2013」
IABM賞を受賞

フィルムカメラの時代からシネマ業界をリードする老舗
ドイツARRI社と放送用カメラのトップエンドの技術を持
つIkegamiのコラボレーションにより、全く新しいコンセ
プトのシステムカメラが誕生しました。
Super 35mm Format Camera System「HDK-97 
ARRI」はデジタルシネマの映像表現力と放送用カメラ
の運用性を高次元で融合し、従来の運用スタイルはそ
のままにプロフェッショナルな番組制作の現場に新たな
選択肢を提供します。

HDK-97 ARRI

デジタルシネマカメラと放送用カメラの融合　　HDK-97 ARRIの２つの特長

フィルムライクな
映像表現を

実現

01 画素数よりも画素の大きさにこだ
わったSuper 35 mm CMOSラー
ジセンサ。広ダイナミックレンジに
よる飛躍的な映像再現性、極めて
低いノイズレベル、自然なスキン
トーンに映像のプロフェッショナル

から賞賛の声が挙がっています。フィルムライクな被写界深
度も特長の１つ。映画のような自然な立体感が新しい画作り
に挑むプロの目を輝かせています。

従来の番組制作と
変わらない

運用性

02 シネマカメラを使用した本格的な
撮影。その繊細な映像を作り出す
ためには多くの時間とコストがか
かり、放送業界が求める番組制作
スタイルにはマッチしない点もあ
りました。斬新な画作りと運用性の

両立。この課題にIkegamiは応えました。マルチカメラ運用
と映像のリアルタイムコントロール。従来と変わらない運用
スタイルで新しい画作りに挑戦できる環境が整いました。

HDK-97 ARRIは2013年4月に米国ラスベガスで開催された放送機器の展示会「NAB SHOW 2013」で
初披露されて以降、発売から短期間であるにも関わらず多くの賞賛の声を頂いています。

Ikegami FOCUS

世界の放送機器メーカー250社が加盟する業界団体である
IABMが主催するDesign & Innovation Awardsは優れた革
新性を持った製品に送られる賞で、2013年度はHDK-97 ARRI
を含む5製品がこの賞を受賞しました。
受賞に際し、当社取締役（上席執行役員 開発本部長）である樫
村直樹は「放送機器の製品に関する世界的権威である2013 
IABM Awardsのwinnerに選ばれたことを心から嬉しく思いま
す。このカメラは、シネマの世界において実績のあるARRIの
スーパー35mmフォーマットのフロントエンドを採用し、これに
Ikegamiが長年培って来た映像プロセスにてリアルタイム、マ
ルチカメラアプリケーションを組み合わせる事により、シネマの
世界と放送の世界を融合させ、新たな映像世界を切り拓く製品
であると思っております。デジタルシネマカメラで必要なポスト
プロダクションにおける画作りをリアルタイムで実現する事によ
りワークフロー効率を大幅に上げ、さらにはライブプロダクショ
ンも可能としました。当社の技術者、ARRIの技術者のチーム
ワークと映像品質の追求により、本当に良い製品に仕上がった
と思っており、このチームワークにより得られた賞であると誇り
に思っております」と喜びのコメントを寄せています。

0605

010_0037001602512.indd   5-6 2013/11/23   5:49:46



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25年4月  1日から
平成25年9月30日まで

前第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

売上高 7,683 8,032
売上原価 6,076 6,590
売上総利益 1,606 1,441
販売費及び一般管理費 2,877 2,736
営業損失（△） △1,270 △1,294
営業外収益 245 42
営業外費用 45 183
経常損失（△） △1,070 △1,435
特別利益 0 0
特別損失 0 3
税金等調整前四半期純損失（△） △1,070 △1,438
法人税、住民税及び事業税 25 12
少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,096 △1,450
四半期純損失（△） △1,096 △1,450

当第2四半期連結累計期間
平成25年4月  1日から
平成25年9月30日まで

前第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

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,341 △1,261
投資活動によるキャッシュ・フロー 118 △184
財務活動によるキャッシュ・フロー 295 △326
現金及び現金同等物に
係る換算差額 33 △21

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） △893 △1,793

現金及び現金同等物の
期首残高 3,728 5,889

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 2,834 4,424

H22 H23 H24 H25 H26
（第73期）

H22 H23 H24 H25 H26
（第73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（%）

△
1,496

△
1,573

経常利益（百万円）　　　　経常利益率（%）

H22 H23 H24 H25 H26
（第73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25年9月30日現在 

前期
平成25年3月31日現在

［ 資産の部 ］
流動資産 20,741 22,901

固定資産 5,127 4,996

   有形固定資産 3,546 3,497

   無形固定資産 532 545

   投資その他の資産 1,048 953

資産合計 25,868 27,898

［ 負債の部 ］
流動負債 6,738 7,503

固定負債 8,724 7,695

負債合計 15,462 15,198

［ 純資産の部 ］
株主資本 11,456 13,938

   資本金 10,022 10,022

   資本剰余金 1,347 1,347

   利益剰余金 1,513 2,610

   自己株式 △1,427 △42

その他の包括利益累計額 △1,050 △1,237

　その他有価証券評価差額金 207 144

　為替換算調整勘定 △1,258 △1,382

純資産合計 10,406 12,700

負債純資産合計 25,868 27,898

決算のご報告
　第73期中間期（第2四半期）における国内経済の状況は、新
政権の経済政策の効果から円安・株高が進行し、景気は緩やか
に回復しつつありますが、不安定な世界経済の影響もあり、先
行きが不透明な状況が続いています。一方、世界経済において
は、欧州財政不安が払拭できず、新興国の成長が鈍化するなど、

景気回復が遅れています。
　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、依然として設備投資抑制傾向が続き、また海外市場につい
ても低調なまま推移したため、以下のような結果となりました。
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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、4.3%減少し、76億83百万円となりました。
国内販売につきましては、医療用カメラシステム、監視カメラシステムが
販売を伸ばしましたが、当社の主力市場である放送機器市場において、大
型の納入案件がなく、販売が落ち込んだことで、売上高は減少しました。
　また、海外販売においては、中国を中心にアジア地域への販売が増加し
ましたが、北米・欧州は低調なまま推移しました。

　    営業利益

　営業損益は前年同期に比べ、23百万円改善し、営業損失12億70百万円と
なりました。
　売上高の減少にも関わらず、サプライチェーンの改善や人件費・経費の節
減による生産効率化・コスト削減の施策効果により、売上原価率が改善さ
れ、利益体質への転換が進んでいます。
　厳しい事業環境下ではありますが、概ね期初の予定通り進捗しています。

　    四半期純利益

　最終損益は前年同期に比べ、3億54百万円改善し、四半期純損失10億96
百万円となりました。
　世界的な円安傾向を受け、営業外損益において為替差益1億71百万円を
計上したことによる利益への影響が大きく、前年同期に為替差損1億40
百万円を計上していたことを勘案すると、為替変動による利益改善効果は3
億11百万円となり、中間期においては公表値を上回る結果となりました。

POINT

POINT POINT

　    総資産

　総資産は前連結会計年度末に比べ20億30百万円減少し、258億68百万円
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12億43百万円減）、受取手形及び売掛金の減
少（前連結会計年度末比42億8百万円減）等によるものです。
　負債の部につきましては前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金6
億65百万円減少、社債8億円増加、長期借入金7億39百万円増加等により、
2億64百万円の負債増加となっています。
　純資産の部につきましては四半期純損失の計上と自己株式の買付けにより
自社が保有する自己株式が増加したことにより、純資産は前連結会計年度末
比22億94百万円減少しました。
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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9月30日現在）

200,000,000株
72,857,468株（うち自己株式 14,125,069株）

10,257名

株式情報会社情報

株式分布状況 （平成25年9月30日現在）

（注）持株比率は自己株式（14,125,069株）を控除して計算しています。

  NOITAMROFNI KCOTS/ ATAD ETAROPROC

■金融機関 8,298,791株 11.39%

■金融商品取引業者 3,400,106株 4.67%

■その他法人 3,641,284株 5.00%

■外国法人等 1,549,863株 2.13%

■個人その他 41,842,355株 57.42%

■自己名義株式 14,125,069株 19.39%

■1,000株未満 2,216名 21.60%

■1,000株以上 6,083名 59.32%

■5,000株以上 948名 9.24%

■10,000株以上 873名 8.51%

■50,000株以上 62名 0.60%

■100,000株以上 75名 0.73%

株式数
72,857,468株
100.00%

株主数
10,257名
100.00%

所有者別分布状況

所有株数別分布状況

4月8日からラスベガスで開催された世界最大の放送機器
展示会NAB Show。Ikegamiは電撃的にSuper 35mm 

CMOSラージセンサとデジタルシネマ技術を融合した新型カメラを発表
しました。放送用システムカメラUnicamHDの新たなラインアップとし
て世界中に販売展開することを宣言。その後HDK-97ARRIと命名された
新コンセプトカメラの生誕です。「ARRIは、テレビカメラ業界のリーダー
Ikegamiと協業できたことを誇りに思う。この融合は映像制作の新たな選択
肢になる」とARRI社のManaging Director ：Franz Kraus氏は語りました。
ARRI
1917年に創設された世界最大の映画用カメラ製造会社。世界中に多くの子会社、代理店を持ち技術、制作、照明、編集等で映画業界全体 を牽引して
いる。本社：ドイツ・ミュンヘン。

ドイツの国営放送局ZDF様向けに当社最新鋭の放送用カメ
ラHDK-97A等が採用されました。ドイツでは近年、スタ

ジオ設備のHD化が進み、今回もZDF様のマインツにある本社スタジオの
更新に合わせ、3回に分けて計14式のHDカメラが納入されました。情報番
組やバラエティ番組の制作で運用され、看板ニュース番組のheute（ホイ
テ）はNHK-BSでも放送されています。
　ZDF様では現在720pというHDTV方式を採用していますが、将来的
には1080pという方式を採用することが見込まれています。今回納入されたカメラはどちらの方式にも対応し
将来にわたってフレキシブルに運用できることが評価されました。

　

大株主（上位10名） 持株数（千株） 持株比率（％）

日本証券金融株式会社 2,445 4.16 
斎藤輝久 1,600 2.72 
斎藤友彦 1,216 2.07 
池上通信機取引先持株会 952 1.62 
株式会社東芝 726 1.23 
楽天証券株式会社 708 1.20 
三菱UFJ信託銀行株式会社 654 1.11 
株式会社プロジェクトケイニジュウイチ 646 1.09 
長谷川　幹 625 1.06 
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 621 1.05 

大株主

代表取締役社長
常 務 取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役

              )勤常（役査監
監査役（常勤 )
監 査 役
監 査 役

役員　　　　　　　　　　　　　　　（平成25年10月1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
千 葉　 悦 雄
楢 舘　 鑑 族
大 越　 弘 孝

  二建　島永

会社概要 （平成25年9月30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
711名（連結914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　　

U.S.A

Europe

世界トップレベルの映像技術を有する 。
世界各地へのIkegamiブランド浸透のため新たな市場開拓に挑んでいきます。
グローバル展開を図るIkegamiグループのTOPICSを紹介します。
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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。 株主通信

平成25年4月1日▶平成25年9月30日

証券コード  6771

中間期
第73期
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