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Question 01
更なる飛躍へ向けて
第74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、国内販売については、政府の経済政策の効果が
表われてきたことにより、企業収益の改善が見られ、設備
投資の増加、株高や円安などと併せ、ようやく緩やかでは
ありますが景気の回復が期待される状況となりました。こう
した中、当中間期においては、当社の主力市場である放送
機器市場では、放送AV機器、放送システム、ノンリニアシ
ステムの納入が増加し売上を伸ばすとともに、錠剤検査装
置、セキュリティ・カメラシステムの売上も前年同期と比べ
大きく伸長し、国内の売上高は増加しました。
　海外においては、前年同期に放送機器の売上を伸ばした
中国をはじめとしたアジア地域の売上が、当中間期におい
ては政局の動きも影響し伸び悩んでいます。景気回復基
調にある米国では、セキュリティ・カメラシステムの販売は
堅調に推移しましたが、放送市場における設備投資意欲は
まだ低調です。一方、デジタル放送への移行が進む中南

米地域では、放送用カメラシステムの売上は堅調に推移し
ましたが、北中南米地域トータルとしましては、前年同期
の売上を若干下回る結果となりました。しかし、欧州地域
においては、放送用カメラシステム、医療用カメラシステ
ムの売上が大きく増加するなど明るい兆しも見えています。
この結果、連結売上高は前年同期と比べ7.6%増加し、82
億67百万円（前年同期売上高76億83百万円）となりました。
　損益面においては、アジア地域、北米地域の売上減はあ
りましたが、国内と欧州地域での販売増が後押しするとと
もに、生産効率化等の施策により売上原価率が改善すると
ともに為替が円安傾向で推移したこともあり、営業損益は
前年同期より3億77百万円改善し、営業損失8億92百万円

（前年同期営業損失12億70百万円）になりました。
　経常損益につきましては、為替差益1億27百万円などを
営業外収益に計上したことで、経常損失7億63百万円（前
年同期経常損失10億70百万円）、最終損益につきまして
は、前年同期より3億49百万円改善し、四半期純損失7億
46百万円（前年同期四半期純損失10億96百万円）になり
ました。結果、5月9日に公表した当中間期の業績予想を大
きく上回ることができました。

 ご挨拶  社長インタビュー
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我が国においては、政府による各種政策の効果による企業収益の
改善、設備投資の増加、更に為替の円安傾向、株式市場の高騰な
ど、ようやく景気回復が緩やかながらも進みつつあり、世界経済に
目を向けても、各国でばらつきはあるものの欧米等においても総じ
て景気回復の流れにあり、先行きに明るい兆しが見えてきました。
このような経済環境の中、当社グループの更なる成長と発展に向け
た成長戦略の展望と、成長･発展を遂げるための課題について、社
長の清森洋祐が語ります。

　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。
　当社は前期（第73期）に3期連続の黒字化を達成し、私ども経営陣の長年の悲願
であり、株主の皆さまには大変ご心配、ご迷惑をお掛け致しておりました復配をようや
く実現することができました。しかし、これからが当社の成長･発展に向けた新たなス
タートであるとの認識の下、「技術のIkegami」の源泉でありますIP&T（Image：撮像、
Process：画像処理、Transmission：伝送）技術の更なる研鑽により、お客様の夢や
希望を具現化してまいります。
　国内におきましては、2020年東京オリンピック、パラリンピック開催決定により、当
社の主要市場であります放送市場は、現在のフルハイビジョン（2K）から更なる高解
像度を目指した4K、8Kへのシフトが加速されつつあり、放送用カメラをはじめ当社の
多くの放送業務用関連機器への期待も高まっています。
　また、同時に更なる安心・安全社会への実現へ向け、超高感度監視カメラを活用したCCTV事業への需要の拡大も期待
され、更には、健康への関心の高まり、薬品のジェネリック化等に伴い医療用映像関連事業、錠剤検査装置に代表される検
査装置事業も今後の成長が大いに見込まれます。
　一方、海外におきましても、ASEAN10カ国、インド、中近東諸国の経済成長が見込まれ、特に、これからの東南アジア、
西アジア市場における本格的な放送設備のデジタル化、フルハイビジョン化への移行が、当社にとりましては大きなビジネ
スチャンスとして期待されます。
　このように、放送システム事業をはじめとした当社の全ての事業分野は、今後大いに期待される市場領域であり、「技術
のIkegami」として限りなき技術の追求を極め、更なる成長・発展へ向け、当社グループ一丸となって積極的に成長戦略を
展開してまいります。
　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26年12月

代表取締役社長 清 森  洋 祐

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 が々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、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。

グループの経営理念

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。
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　収益を含めた業績は上
振れ傾向にありますが、
当社グループを取り巻く地
域市場環境には温度差が
あり、リソースの選択と集
中の加速化とともに、更
なる効率化の追求による
原価低減施策等の断行に
より、グループ全体の通
期ベースでの業績確保に
向け邁進してまいります。

Question 02
更なる成長･発展のための成長戦略について、
展望を聞かせてください。

　今後、更に利益を拡大し、当社が飛躍するためには、売
上の拡大が欠かせません。このためには成長戦略として掲
げた「グローバルビジネスの推進」、「産業システム事業の
拡大」を強力に推し進めなければなりません。
　グローバルビジネスの推進では、まず、放送市場におけ
るデジタル化、HD化への移行が本格化する東南アジア、西
アジア、中近東、中南米、アフリカ地域での放送用カメラ、
モニタを始めとした放送機器の販売強化を目指します。これ
らの地域では、“グローカリゼーション” 「世界的規模を視野
入れしつつ、各地域のニーズにマッチした製品開発」を進め、
それぞれの地域のお客様にバランス良く提案していくことが
重要となります。11月に開催した国際放送機器展で発表し
た3CMOS HDTVカメラシステム「HC-HD300」は、放送
用カメラとしての性能、運用性は維持しながら、これまでの
製品と比べてコストメリットも兼ね備えた製品に仕上がりまし
た。また、販売強化へ向けて、各地域での販売網の構築・
再編とマーケティング力の強化、更にグローバルに活躍でき
る人材の育成、獲得も欠かせません。これらの戦略を複合

的かつ迅速に推し進めることで、おのずとIkegamiのグロー
バルビジネスが拡大していくと確信しています。4月、シン
ガポールに新たな販売拠点としてIkegami Electronics Asia 
Pacific Pte.Ltd.（略称：Ikegami APAC）を設立し営業活
動を開始いたしました。当中間期においては政局の動き等
も影響し、まだ大幅な売上増とはなりませんでしたが、当
社グループが国際競争力のある製品をタイムリーに供給し
売上を伸ばしていくためには、シンガポールを基軸とした
東南アジア、西アジア、オセアニア地域への展開は欠かせ
ない戦略です。地域のニーズに合った製品開発を推し進め
Ikegamiブランドを浸透させてまいります。
　産業システム事業の拡大については、当社の得意とす
る高画質映像技術をベースに、自社の強みを生かすととも
に、他社との効果的連携、外部リソースの有効活用を推進
していかなければなりません。招致が決まった2020年東京
オリンピック、パラリンピック開催へ向けた様々な事業が、
当社の成長と発展にとって大きなチャンスになることは間違
いありません。特に世界中から多くの人が安心して我が国
へ訪れるための安全の確保へ向けて、CCTV事業の拡大が
期待されます。CCTV事業は競合も多く競争が激しい分野
ではありますが、Ikegamiが得意とする高画質映像とシス
テム構築力が要求されるハイエンド監視システムに注力し、
放送事業に次ぐ事業の柱へ成長させます。更に、国内で高
い実績を誇る医療用カメラ事業、錠剤検査装置を核とした
検査装置事業も拡大させていきます。医療用カメラ事業で
は、国内シェアNo.1の実績を背景に海外での販売を拡充し
ていくことを目指しており、既に欧州地域では成果を生み
出し始めています。グローバルで進む医療の高度化、高画
質映像の要求に応えるべく、Ikegamiが得意とする映像ソ
リューションを展開していきます。
　検査装置事業では、今期、３D検査、X線による内部検
査など新たなソリューションを発表しました。現在主力の錠
剤検査装置だけではなく、検査装置を求める市場ニーズは
広範囲で存在するため、お客様の検査対象物に対する要求
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（検査精度、検査方法、価格等）を満たす検査装置を市
場へ投入し、品質確保と生産性向上をサポートしていきた
いと考えています。

Question 03
成長戦略を実現するために必要なことは何ですか？

　成長戦略を実現するための鍵は、大きく分けて3つある
と考えています。
　1つは、「技術力の強化」です。当社はプロ用の映像
機器を提供する専業メーカーとして、技術力の強化は
永遠のテーマであると認識しています。当社の技術の
源 泉であるIP&T（Image：撮 像、Process：画 像 処 理、
Transmission：伝送）技術の更なる研鑽により、競合製品
との差別化を図り、グローバルに展開できる“魅力ある製
品”の創造が不可欠です。「技術のIkegami」と称される当
社の姿を更に研鑽させ、確固たるものにすることが最大の
ミッションと位置付けています。
　2つ目は、「真の顧客ニーズ、市場ニーズの徹底追求」
です。お客様が必要とされているものは何か、お客様の問
題を解消するためには何をご提案すれば良いのか、グロー
バルに展開を目指すIkegamiにとって、グローバルな視点

での真の顧客ニーズ、市場ニーズを的確に把握し、それを
当社の技術、製品、サービスのご提供によりご満足して頂
けるようにしていくことこそが、更なる受注、売上の拡大に
も繋がっていきます。
　3つ目は、「強固なるグローバルビジネス推進体制の構
築」です。Ikegamiが真のグローバル企業として成長して
いくためには、グローバル人材育成強化、グローバル生産
体制の最適化、販売･マーケティング網強化等を加速して
いくことです。
　いずれにしましても、この3点をスピード感を持って強化、
推進することが、Ikegamiの今後の成長戦略実現の重要な
鍵になると考えています。

Question 04
最後に株主の皆さまへのメッセージをお願いします。

　前期、第73期は3期連続となる黒字化を達成し、長年に
わたり株主の皆さまにご迷惑、ご心配をお掛けしておりまし
た復配も実現することができました。10月には今後の成長
戦略実現へ向けて機動的な資金調達を可能にさせるため、
金融機関からの信任を得て30億円のコミットメントラインの
設定もさせて頂きました。
　当社は、これまで継続して実施してまいりました構造改
革の成果もあり、安定的に利益を出せる企業体質への転
換が進んでいますが、今後、更に株主様をはじめとした全
てのステークホルダーの皆さまに貢献するためには、売上
高・利益の拡大による業績の向上を図らなくてはなりませ
ん。成長戦略の確実なる実践により、利益ある持続的成長
を成し遂げていくことが私ども経営陣に課せられた命題で
あると認識しております。そのための施策を的確にスピー
ディーに実践し、株主の皆さまのご期待にお応えしてまいり
ます。株主の皆さまには引き続きご理解とご支援を賜りま
すようお願い申し上げます。
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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26年4月  1日から
平成26年9月30日まで

前第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

売上高 8,267 7,683
売上原価 6,210 6,076

売上総利益 2,056 1,606
販売費及び一般管理費 2,949 2,877

営業損失（△） △892 △1,270
営業外収益 165 245
営業外費用 35 45

経常損失（△） △763 △1,070
特別利益 29 0
特別損失 1 0

税金等調整前四半期純損失（△） △735 △1,070
法人税、住民税及び事業税 11 25
少数株主損益調整前四半期純損失（△） △746 △1,096
四半期純損失（△） △746 △1,096

当第2四半期連結累計期間
平成26年4月  1日から
平成26年9月30日まで

前第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

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,715 △1,341
投資活動によるキャッシュ・フロー △398 118
財務活動によるキャッシュ・フロー △517 295
現金及び現金同等物に
係る換算差額 47 33

現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） 847 △893

現金及び現金同等物の
期首残高 2,319 3,728

現金及び現金同等物の
四半期末残高 3,166 2,834

H23 H24 H25 H26 H27
（第74期）

H23 H24 H25 H26 H27
（第74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（%）

401

△
1,496

経常利益（百万円）　　　　経常利益率（%）

H23 H24 H25 H26 H27
（第74期）
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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末
平成26年9月30日現在 

前期末
平成26年3月31日現在

［ 資産の部 ］
流動資産 21,294 24,509

固定資産 5,443 5,232

   有形固定資産 3,599 3,611

   無形固定資産 609 574

   投資その他の資産 1,234 1,045

資産合計 26,738 29,741

［ 負債の部 ］
流動負債 6,811 8,221

固定負債 7,981 8,952

負債合計 14,792 17,173

［ 純資産の部 ］
株主資本 13,106 13,718

   資本金 7,000 10,022

   資本剰余金 4,392 1,369

   利益剰余金 3,091 3,702

   自己株式 △1,377 △1,376

その他の包括利益累計額 △1,160 △1,149

　その他有価証券評価差額金 222 171

　為替換算調整勘定 △1,161 △1,160

　退職給付に係る調整累計額 △220 △160

純資産合計 11,945 12,568

負債純資産合計 26,738 29,741

決算のご報告
　第74期中間期（第2四半期）における国内経済の状況は、
消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の長期化や海外景
気の下振れなど景気を下押しするリスクはあるものの、政府
の経済政策の効果もあって、景気の緩やかな回復が持続され
ています。一方、世界経済においては、米国、欧州、アジア

地域など、全体としては持ち直し傾向にあり、総じて緩やか
な回復が見込まれる状況となっています。
　当中間期における当社グループの業績は、間断なく推し進
めているコスト削減施策が一定の成果を出し、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

　   総資産
　総資産は前連結会計年度末に比べ30億3百万円減少し、267億
38百万円となりました。
　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
受取手形及び売掛金の減少（前連結会計年度末比70億92百万円
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10億21百万円減少、社債1億円減少、長期借入金2億円
減少、退職給付に係る負債6億73百万円減少等により、23億80
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を計上したことによ
り、純資産は前連結会計年度末比6億22百万円減少しました。

　   売上高
　売上高は前年同期に比べ、7.6%増加し、82億67百万円とな
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、
錠剤検査装置の販売が大きく伸長し、当社主力の放送機器市場
においても、放送AV機器、放送システム、ノンリニアシステム
の販売が増加しましたが、アジア地域、北米地域への放送用カ
メラ、モニタの輸出販売が減少したことにより、売上高は微増
となりました。
　また、海外販売においては、北米での販売が前年同期を若干
下回り、アジア地域も販売が伸び悩みましたが、欧州地域での
販売が大幅に増加しました。

POINTPOINT

　   四半期純利益
　為替の円安傾向を受け、営業外収益に為替差益1億27百万円
を計上したこともあり、最終損益は前年同期に比べ、3億49百万
円改善（約32％）し、四半期純損失7億46百万円となりました。
　結果、前年同期に比べ増収増益となり、5月9日に公表してい
る中間期の予想値を全ての項目（売上高・営業利益・経常利益･
四半期純利益）で上回ることができました。

POINT　   営業利益
　営業損益は前年同期に比べ、3億77百万円改善し、営業損失8
億92百万円となりました。
　調達コストダウン、海外生産の実施など、生産効率改善施策
の推進により売上原価率が改善したことと併せ、為替が円安傾
向で推移したこともあり、前年同期と比べ約30％改善させるこ
とができました。

POINT

 四半期財務情報＜連結財務データ＞
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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26年9月30日現在）

200,000,000株
72,857,468株（うち自己株式 13,412,810株）

10,252名

株式情報会社情報

株式分布状況 （平成26年9月30日現在）

（注）  持株比率は株式付与ESOP信託口が保有する自己株式3,620,000株を除いた自己株
式（9,792,810株）を控除して計算しています。

（注）  自己株式数には、ESOP信託口が保有する自己株式
3,620,000株が含まれています。

CORPORATE DATA /STOCK INFORMATION  

■金融機関 11,723,791株 16.09%

■金融商品取引業者 3,910,599株 5.37%

■その他法人 4,961,502株 6.81%

■外国法人等 1,767,295株 2.43%

■個人その他 40,701,471株 55.86%

■自己名義株式 9,792,810株 13.44%

■1,000株未満 2,181名 21.28%

■1,000株以上 6,028名 58.80%

■5,000株以上 968名 9.44%

■10,000株以上 928名 9.05%

■50,000株以上 73名 0.71%

■100,000株以上 74名 0.72%

株式数
72,857,468株

100.00%

株主数
10,252 名
100.00%

所有者別分布状況

所有株数別分布状況

大株主（上位10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（株式付与ESOP信託口） 3,620 5.74 

日本証券金融株式会社 1,793 2.84 
富士フイルム株式会社 1,329 2.11 
岡三証券株式会社 1,127 1.79 
斉藤　輝久 870 1.38 
池上通信機取引先持株会 861 1.37 
豊嶋　利夫 801 1.27 
株式会社東芝 726 1.15 
松井証券株式会社 711 1.13 
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口5） 666 1.06 

大株主

会社概要 （平成26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、名古屋支店、
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（Indiana）、
Southeast office（Florida）
Ikegami Electronics（Europe）GmbH
Headquarters（Germany）、U.K. Branch

Ikegami Electronics Asia Pacific Pte.Ltd.
Headquarters（Singapore）
株式会社テクノイケガミ
730名（連結929名）
昭和23年2月21日

（個人創業：昭和21年9月10日）

7,000百万円
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
常 務 取 締 役
常 務 取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
社 外 取 締 役
常 勤 監 査 役
社 外 監 査 役
社 外 監 査 役

役員 （平成26年9月30日現在）

清 森 　 洋 祐
鈴 木 　 玉 生 
茂手木     千  秋
駒野目     裕  久
樫 村 　 直 樹
青 木 　 隆 明
山 﨑 　 雅 彦
千 葉 　 悦 雄
大 越 　 弘 孝
永 島 　 建 二

世界的なスポーツイベントの一つであるアジア競技大会
が、2014年9月19日から10月4日までの16日間、韓国
仁川にて開催され、約13,000人の選手と関係者が36の
競技に参加しました。 
韓国の大手放送局であるKBS様とMBC様は、2014仁
川アジア大会の放送のため、共同でIHB (Incheon Asian 
Games Host Broadcasting Management) を設立。IHBが
制作した中継映像は、放送権を獲得しているアジア各国の
放送局を始め、ワールドワイドスポーツチャンネルを通じて
アジア全域はもちろん、全世界にライブ中継されました。
全てのコンテンツをHDTVで制作するのは、今回がアジ
ア大会史上初めてのこと
です。多くの制作スタッフ
と中継車、カメラが投入
される中で、約200台の
Ikegamiの中継用放送カメ
ラシステムが、約30個所
の競技場で活躍しました。

英国最大の競馬中継会社Racetech様に、当社の放送用
HDカメラHDK-55が採用されました。
各地の競馬場で従来からコースに埋設されたトライアッ
クスケーブルが有効活用できるよう、トライアックスア
ダプタを含めた合計18式のHDK-55を納入。Racetech
様では将来的に光ファイバでの伝送への切り替えを検討
されており、今回納入されたHDK-55の運用形態に合わ
せトライアックスアダプタ、ファイバアダプタどちらも使
用できるといった高い運用性が評価されました。また、
Ikegamiの機器の性能だけでなく、長期サポート体制も
評価頂き導入決
定に至りました。
現在、年間700
を超えるレース中
継の番組制作に
活用して頂いて
います。

テネシー州ノックスビルに本部を置くテネシー大学様に、当社のHDTVポータブル
CMOSカメラHDK-95C  7式が採用されました。
テネシー大学様は、実はスポーツ中継の大手でもあり、SEC（ケーブル／サテライトチャ
ンネル） Networkの系列として、9千万にもおよぶ世帯にスポーツ映像を配信しています。
今回の採用に当たり、テネシー大学様ではHDK-95Cの持つ各種放送フォーマットへの
柔軟な対応という特長とともに、Ikegamiのコスト面での提案も評価頂きました。
納入したHDK-95Cはテネシー大学様のアメリカンフットボール、バスケットボール、野
球、サッカー、バレーボールなどのスポーツ中継で運用され、各種競技で活躍する学
生たちの雄姿を余すこと無く伝えています。

世界中の様々なフィールドで活躍するIkegamiの映像機器。
高度な技術に裏付けられた確かな品質に国境はありません。
グローバル展開を加速するIkegamiグループの成果の一部を紹介します。

IKEGAMI GLOBAL NEWS

USA

AsiaEurope
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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。




