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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

REPORT01

　株主の皆さまにおかれましては、日頃より当社事業へのご理解と、厚い
ご支援を賜り心より感謝申し上げます。
　当社は本年9月に創立70周年を迎えます。これもひとえに長年当社を支
えて頂いた株主の皆さまをはじめとする全てのステークホルダーの方々の
お蔭と、深く感謝申し上げます。
　ここに「第75期株主通信」をお届けし、当社の今後の展望をご紹介させて
頂きます。

ごあいさつ

　第75期は、国内での検査機分野、セキュリティ分野で売上を伸ばすとともに、
海外でのメディカル分野では欧州に続き中国、南米で新規OEM販売の開拓に
成功するなど、産業システム事業で、明るい兆しが見えました。一方、当社
の売上の大きな割合を占める放送システム事業において、世界初となる8K
スーパーハイビジョン中継車の製作など、将来の8K放送推進に貢献できる

第75期を振り返って

連結決算ハイライト

売上高 （単位：百万円）

2013年
3月期

24,260

2014年
3月期

25,731

2015年
3月期

24,863

2016年
3月期

24,535

2017年
3月期（予想）

25,000

経常利益 （単位：百万円）

2013年
3月期

767

2014年
3月期

1,204

2015年
3月期

1,159

2016年
3月期

281

2017年
3月期（予想）

300

親会社株主に帰属する
当期純利益 （単位：百万円）

2013年
3月期

904

2014年
3月期

1,091

2015年
3月期

1,109

2016年
3月期

243

2017年
3月期（予想）

250

創立70周年を契機とした
 「New  Way」への挑戦

トップメッセージ
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成果もありましたが、当初見込まれていたHD更新需要が、第４四半期に落ち
込んだことの影響などにより、売上高は想定を下回る結果となりました。
　この結果、利益につきましても、為替の円高基調も相俟って苦戦を余儀な
くされた中、なんとか5期連続での黒字化は達成できましたが、前年同期と
比べ売上、利益ともに減少という厳しい結果となりました。

　第75期の結果を踏まえ、創立70周年の節目の年を契機として、真の企業
価値向上と、持続的成長、発展を目指すため、本年度第76期を初年度とす
る3ヵ年中期経営計画「New  Way」を策定し、さる5月26日に公
表させて頂きました。
　当社はこれからの3ヵ年を、まさに当社の未来へ続く「New  Way」
とすべく、事業構造の転換を図り、全世界に技術で貢献するグローバル企
業として、利益ある持続的成長、発展を遂げるための施策を断行し、株主
の皆さまのご期待に応えて参ります。
　株主の皆さまにおかれまして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。

　このような状況の中、第75期は、放送システム事業での4K、8Kに対応し
たカメラ、映像機器や中継車システムの製品化があり、加えて産業システム
事業では、メディカル分野での新規OEM販売の開拓と4K対応の手術顕微鏡
用カメラの製品化、検査機分野でのX線錠剤内部検査装置の開発、セキュリティ
分野でのフルHDの超高感度カメラ、IPネットワークカメラのラインアップ拡充
など、これからの当社の成長･発展に寄与する成果がありました。
　一方、売上高において放送システム事業が占める割合が大きく、産業シス
テム事業は、高利益率が見込めるものの、当社を支える事業の柱として成長
できていないという事業構造上の課題が改めて浮き彫りとなりました。

第75期の成果と課題

代表取締役社長

3ヵ年中期経営計画　                               を策定「New  Way」

010_0037001302806.indd   2 2016/06/13   16:27:27名称未設定-1   1-2 2016/06/15   9:12:51
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2016年度を初年度とする3ヵ年の中期経営計画を策定。その概要をご紹介します。

「New  Way」
〜新生 の出発、事業構造転換の推進〜

1 2
1 絶え間ない技術の研鑽に努め、技術革新に果敢に挑

戦し続け、技術優位性の確立により、技術で社会に
貢献していく。

2 顧客満足の限りなき追求により、お客様のニーズを
逸早く具現化し、常にお客様の信頼と期待に応え続
け、安定した経営基盤の構築を図る。

3 その対価を更なる技術力強化の糧とし、技術優位性
の向上を図っていくとともに、全てのステークホル
ダーへの確実なる還元を可能とすべく好循環サイク
ルを確立していく。

4 好循環サイクルを着実に進化させ続け、全世界に技
術で貢献するグローバル企業として、利益ある持続
的成長、発展していく。

1 創立70周年（2016年）を起点とし事業ポートフォリ
オ再構築、事業構造転換を図り産業システム事業を
次世代の成長の柱に育成する。

2 放送システム事業は確実に利益創出できる安定事業
へと脱皮させる。

3 海外事業の抜本的構造改革を断行し、真のグローバ
ル企業に成長・発展する。

4 技術の として質の高いエンジニア集団を
形成し、更なる技術優位性を確立する。

5 製品セグメントの選択と集中を図り、高付加価値製
品の開発投入により利益を増出する。

グループの経営ビジョン の目指すべき姿
「New  Way」

計数計画（連結）

売上高

2018年
3月期（計画）

26,000

2019年
3月期（計画）

28,000

2017年
3月期（計画）

25,000

2018年
3月期（計画）

600

2019年
3月期（計画）

1,000

2017年
3月期（計画）

300

営業利益

2018年
3月期（計画）

600

2019年
3月期（計画）

1,000

2017年
3月期（計画）

300

経常利益

2018年
3月期（計画）

550

2019年
3月期（計画）

900

2017年
3月期（計画）

250

親会社株主に帰属する当期純利益
（単位：百万円）
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主要戦略3
❶ 成長戦略
1 技術力高度化（技術優位性の確立）
コア技術であるIP＆T（Image：撮像、Process：画像処理、Transmission：伝送）の徹底強化によりIP・高圧縮伝送・超
解像他の更なる高度な技術の獲得とアライアンスによる外部リソースの有効活用により市場優位性の高い差異化製品および
システムを提供していきます。

2 放送システム事業の先進的取り組み加速
当社のベース事業として放送局・官公庁・公営競技などのハイエンド市場に投入できる先進的技術製品の開発および、東京
オリンピック・パラリンピックを控え４Ｋ、８Ｋの本格的普及に向けた取り組みを加速するとともに高度なトータルシステ
ムソリューションの提案強化に取り組んでいきます。

3 産業システム事業の強化
当社の次世代成長の柱と位置付け、MS（メディカルソリューション）事業、IS（インスペクションソリューション）事業、SS（セ
キュリティーソリューション）事業の産業システム３事業の比率を高め成長・拡大していくことで事業構造転換を強力に推
進していきます。

4 海外事業推進
アジア地域の販売を強化し、放送システム事業の更なる拡大を図り、併せて産業システム事業のグローバル展開を推進し、
売上、利益を拡大するため地域にマッチした戦略製品の開発を進めます。特にＭＳ事業をグローバル事業の柱としていくた
め既存分野はもとより新分野参入を推進していきます。

❷ 最適生産構造の追求
1	内製化とアウトソーシングの最適・効率的生産体制を追求し、品質の絶対確保と更なるコストダウンの両立を図っ

ていきます。

❸ 経営基盤の安定化推進
1 次世代の経営を担う戦略的な人財採用の継続と教育制度の強化推進による人財育成を行います。

2 絶え間ない業務品質向上（Quality Innovation）の推進によるスピーディーでチャレンジ精神旺盛な企業風土を醸
成します。

3 積極的な財務施策による効果的資金活用と財務基盤の強化を図ります。
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放送システム事業での世界規模でのデジタルハイ
ビジョン普及の加速と、2020年のオリンピック・
パラリンピックへ向けた4K、更に8K対応の設備投資が
期待されます。産業システム事業では、安心、安全
社会の実現へ向けたセキュリティシステムへの要求が
高まるとともに、世界規模での高度医療の普及による
医療用映像の高精細化が見込まれ、検査機分野では、
ジェネリック医薬品の普及率拡大による製薬メーカの
設備投資増が見込まれます。

を取り巻く現在の市場環境

より一層厳しさが増すと思われる価格競争や製品
技術・開発競争に打ち勝ち、多様化するお客様の
ニーズに対応するため、技術力強化の加速、産業
システム事業強化、マーケティング力・営業力の強化、
海外事業の強化・安定化を積極的に進め、それぞれ
の市場、地域のニーズに合致した製品をタイムリーに
供給していきます。

安定的に利益を創出できる
経営基盤の強化

第76期におきましては、技術力強化を加速させ、放送システ
ム事業の維持･拡大と産業システム事業の強化を図り、安定し
て利益が創出できる経営基盤を再構築することを最優先課題と
して取り組んで参ります。当面は厳しい事業環境が続くことが
予想されますが、次ステップの大いなる飛躍を目指し、事業構
造の転換を進めて参ります。

REPORT05

3ヵ年中期経営計画                                    の
初年度となる第76期の展望

「New  Way」

第76期の取り組み

グローバル展開を視野に
事業構造の転換を加速

 「新生 」再構築への挑戦

重点テーマ

■ 技術力強化の加速
■ 産業システム事業の強化
■ 海外事業の強化、安定化
■ 経営基盤の安定化

＊配当は期末配当として１株当たり2円（連結配当性向48.2％）を予想しています。

第76期連結業績予想（2016年4月１日～2017年3月31日）

売上高

25,000百万円

営業利益

300百万円

経常利益

300百万円

親会社株主に帰属する
当期純利益

250百万円

１株当たり当期純利益

4.15円
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事業分野の施策

国内でのHD更新需要、海外におけるデジタルハイビジョン化
需要を確実に取り込みます。また、同時に4K製品のライン
アップを拡充し、国内外の4K需要に対応するとともに、教育
関連や宗教関連、スポーツ分野など、新規市場の開拓と深耕
を進めます。並行して先進的な8K技術の獲得と他社に先駆
けた製品開発を継続していきます。

注力テーマ
● ベースとなる放送システム事業の維持・拡大と

利益拡大
● 更なる高度技術の獲得と他社に先駆けた差異化製

品の開発

これからのグローバル事業の柱として成長させるために、4K、
8Kへの積極的な展開を図り、併せて海外でのOEM事業推進
を更に加速することで、グローバル市場での拡販と事業拡大
を目指します。

注力テーマ
● グローバル展開の更なる推進
● 4K、8K製品開発に注力

官公庁や防衛、交通など、当社が得意とするハイエンド分野、
また、耐放性、超高感度、ワイドダイナミックレンジや、
画像鮮明化等ハイエンド技術が求められる特殊市場など、
高利益分野に注力することで、売上規模、利益の拡大を目指
します。

注力テーマ
● ハイエンドニッチ市場への注力
● 利益率拡大

製薬市場での外観検査装置の他、X線内部検査装置、インク
ジェット錠剤印刷装置など、新たなソリューションの展開と、
平面検査装置の新規市場への水平展開を進めることで事業
領域の拡大を進めます。また、中長期的な視野に立って
アジア市場へのビジネス展開を推進していきます。

注力テーマ
● 事業領域の拡大
● 海外展開を視野に入れた取り組み

放送

メディカル

セキュリティ

検査／画像処理
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UHK-430
次世代カメラの新シリーズ“UNICAM XE”の第一弾として、
2/3型 4K CMOSセンサ3板式システムカメラ「UHK-430」
を開発。次世代の放送方式としてグローバルで注目されてい
る4K放送に対応するシステムカメラとして、世界最大の放送
機器展「NAB Show 2016」に出展し、放送市場から大きな
期待が寄せられました。

2/3型 4K CMOSセンサ3板式システムカメラ

現行のフルハイビジョン（2K）の4倍の画素数を実現し
た次世代の放送方式です。フルハイビジョンの画素数は
水平1920×垂直1080の207万3600画素に対して4K
は水平3840×垂直2160の829万4400画素となって
います。

4Kとは

2016年3月に名古屋市交通局様
に地下鉄東山線のホーム映像監視
装置を納入しました。
東山線は1日平均の利用客は90万
人超。混雑時には2分間隔で運行
される名古屋市地下鉄網でも大動脈と言える運行線です。
この全22駅に設置された のHDカメラ（176台）
とモニタ（94台）が、可動式ホーム柵と連動して、駅ホーム
での転落事故や列車との接触事故を未然に防止するなど、
各駅の安全と安心をサポートしています。

名古屋市交通局様に
ホーム映像監視装置を
納入

REPORT07

トピックス 第75期に開発、発表した当社の将来を担う注目の新製品をご紹介します。

放送

各種監視カメラシステムの
ラインアップを拡充
超高感度フルHDカメラ、フルHD IP ネットワークカメラなど、安
心・安全社会の実現へ向けたセキュリティ市場の様々な要求に
対応すべく、各種監視カメラシステムの新製品を開発。ラインアッ
プの拡充により、セキュリティ事業の更なる成長を目指します。

安心･安全社会の実現をサポートする

セキュリティ
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高解像度4Kカメラ

MKC-750UHD
高感度4K出力カメラ

MKC-704KHD

X線錠剤内部検査装置　
TIE-XRを新開発

国内シェアNo.1を誇る の手術顕微鏡用カメラ。グ
ローバルで加速する医療の高度化に合わせて、医療用映像も
更なる高精細化が要求されています。こうした要求に対応し医
療の高度化をサポートするため、高精細映像と忠実な色再現で
圧倒的な4K画質の臨場感を実現する高解像度4KカメラMKC-
750UHDと、高感度4K出力カメラMKC-704KHDを開発。医療
分野においてもグローバル市場での販売を更に拡大しています。

X線技術と安定した搬送方式で、最大80万錠／時の高い検査
能力を実現し、業界初の固形剤全数検査に対応したX線錠剤
内部検査装置TIE-XRを開発。錠剤の外観検査のみならず内部
に混入した異物を検出することで、医薬品錠剤の更なる品質
向上をサポートしています。

医療の高度化による高精細映像の要求に対応

業界初　固形剤全数検査に対応
MKC-750UHD

MKC-704KHD

医薬品業界では、高齢化社会を背景に、お年寄りが服用
しやすいように口の中で溶けやすい錠剤（OD錠）の普及が
進んでいます。このため、錠剤の内部に混入する異物を
正確に検出する必要があり、内部検査の需要はますます
高まっているのです。

どうして内部検査が必要なのか医療の分野では、高度医療の一つとして、内視鏡などに
よる患者の負担が軽減できる手術の普及が進んでいます。
こうした手術の場合、体内の状況はカメラ映像を介して
視認することから、臓器の忠実な色再現や、毛細血管の
判別、患部の視認など、より高精細で忠実に再現する医療
用カメラの要求が高まっています。

医療の現場でも4K・8Kが
注目されているわけ

REPORT 08

メディカル

検査／画像処理
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決算のポイント

資産について
当連結会計年度末の総資産は、299億67百万円
であり、前連結会計年度末に比べ14億39百万円
減少しました。流動資産は前連結会計年度末に
比べ12億75百万円減の241億11百万円、固定
資産は前連結会計年度末に比べ1億64百万円減
の58億56百万円となりました。

負債純資産について
負債総額は165億73百万円であり、前連結会計
年度末に比べ9億12百万円減少。流動負債は前連
結会計年度末に比べ3億6百万円増、固定負債は
前連結会計年度末に比べ12億18百万円減となり
ました。純資産は、前連結会計年度末に比べ5億
27百万円減少し、133億93百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローについて
税金等調整前当期純利益2億84百万円を計上し、
減価償却費7億45百万円、退職給付に係る負債の
減少額9億33百万円、売上債権の減少額16億49
百万円等により、12億69百万円の収入となりました
（前年同期比7億84百万円の収入増加）。

投資活動によるキャッシュ・フローについて
有形固定資産の取得による支出3億21百万円、無
形固定資産の取得による支出2億13百万円、貸付
けによる支出1億20百万円、貸付金の回収による
収入29百万円等により、5億67百万円の支出とな
りました（前年同期比6億96百万円の支出減少）。

財務活動によるキャッシュ・フローについて
財務活動によるキャッシュ・フローについては、短
期借入金の純増額10億20百万円、長期借入金の
返済による支出6億70百万円、社債の償還による
支出2億円等により、26百万円の支出となりました
（前年同期比12億72百万円の支出増加）。

連結損益計算書の概要

親会社株主に
帰属する
当期純利益

営業利益売上高

24,863

913
1,159 1,109

24,535

364 281 243

経常利益 親会社株主に
帰属する
当期純利益

営業利益売上高 経常利益

前期
2014年4月1日～2015年3月31日

当期
2015年4月1日～2016年3月31日

（単位：百万円）

連結貸借対照表の概要

資産合計
31,407

流動資産
25,386

固定資産
6,020

流動負債
9,187

固定負債
8,297

純資産合計
13,921

負債純資産合計
31,407 資産合計

29,967

流動資産
24,111

固定資産
5,856

流動負債
9,494

固定負債
7,078

純資産合計
13,393

負債純資産合計
29,967

前期
2015年3月31日現在

当期
2016年3月31日現在

（単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書の概要

現金及び
現金同等物の
期首残高
2,872

営業活動
による

キャッシュ・
フロー
1,269

投資活動
による

キャッシュ・
フロー
△567

財務活動
による

キャッシュ・
フロー
△26

現金及び
現金同等物に
係る
換算差額
△10

当期
2015年4月1日～2016年3月31日

現金及び
現金同等物の
期末残高
3,538

（単位：百万円）

連結財務データ
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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

池上通信機株式会社

IKEGAMI TSUSHINKI CO.,LTD.

〒146-8567  東京都大田区池上五丁目 6番16号

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：技術開発センター（川崎市）
生産拠点：  システムセンター（藤沢市）、

プロダクトセンター（宇都宮市）

Ikegami Electronics(U.S.A.),Inc.
Headquarters(New Jersey)、West Coast office(California)、
Southwest office(Texas)、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

736名（連結924名）

1948年2月21日
（個人創業：1946年9月10日）

7,000 百万円

発行可能株式総数
発行済株式総数

株 主 数

200,000,000株
72,857,468株

（うち自己株式 12,656,460株）
（注）  自己株式数には、株式付与ＥＳＯＰ信託

口が保有する自己株式3,614,000株と、
従業員持株ESOP信託口が保有する自
己株式692,000株が含まれています。

9,825名

コーポレートデータ（2016年3月31日現在）

会社概要 株式の状況

代表取締役社長

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

社外取締役

社外取締役

常勤監査役

社外監査役

社外監査役

清 森 　 洋 祐

神 田 　 直 樹

駒 野 目 裕 久

樫 村 　 直 樹

青 木 　 隆 明

竹 中 　 章 二

山 﨑 　 雅 彦

伊 藤 　 泰 彦

千 葉 　 悦 雄

永 島 　 建 二

渡 辺 　 敏 治

役員 （2016年6月29日現在）

金融機関  10,813,577株  14.85%

個人その他  45,152,013株  61.97%
自己名義株式  8,350,460株  11.46%

外国法人等   1,486,150株  2.04%

その他法人   5,365,516株  7.36%
金融商品取引業者  1,689,752株  2.32%

所有者別分布状況

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） 3,614 5.60 

遠藤　四郎 2,479 3.84 
富士フイルム株式会社 1,329 2.06 
豊嶋　利夫 1,111 1.72 
池上通信機取引先持株会 989 1.53 
斉藤　輝久 790 1.22 
池上通信機従業員持株会 726 1.13 
株式会社東芝 726 1.13 
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（従業員持株ESOP信託口） 692 1.07 

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口6） 689 1.07 

大 株 主

（注）  持株比率は株式付与ESOP信託口が保有する自己株式3,614,000
株と、従業員持株ESOP信託口が保有する自己株式692,000株を
除いた自己株式8,350,460株を控除して計算しています。
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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/ 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。

株主メモ
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

毎年4月1日から翌年３月31日まで
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

0120−232−711（フリーダイヤル）
電子公告をもって行います。
公告掲載URL
http://www.ikegami.co.jp/ir/koukoku/
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。

（ご注意）
1. 株主さまの住所変更、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。

2. 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。

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。

TOPページ

IRページ

http://www.ikegami.co.jp/

株主さまインフォメーション

会社情報ホームページ 池上通信機 検索

クリック
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