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　株主の皆さまにおかれましては、日頃より多大な当社
事業へのご理解と、厚いご支援を賜り心より厚く御礼申
し上げます。
　当社は本年9月にお蔭様で創立70周年を迎え、新たな
時代へ向けた  「New  Way」へのスタートを切る
ことができました。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
の皆さま方のお蔭と、心より感謝申し上げます。
　ここに「第76期中間期株主通信」をお届けします。

ごあいさつ

　当社は、戦後間もない1946年9月10日に東京都大田
区池上の地で創業し、本年9月10日に創立70周年を迎え
ることができました。

創立70周年を迎えて

　創立70周年を迎えられたことは、当社を長年支えて頂
いた株主の皆さまのお蔭と改めて感謝申し上げます。
　当社はようやく5期連続で黒字化を達成し、3年前に復
配を遂げることができましたが、それまでの厳しい時代
にも株主の皆さまのご支援、ご理解があってこその創立
70周年と御礼申し上げます。こうした長きにわたり当社
を支えて頂いた株主の皆さまへの感謝の意を表すため、
平成29年3月期の中間配当として1株当たり1円の創立
70周年記念配当を実施させて頂くことといたしました。

　株主の皆さまにおかれましては引き続きご理解とご支
援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

創立70周年記念配当を実施

代表取締役社長

創立70周年～株主の皆さまに感謝をこめて～
次の時代へ向けた  「New  Way」を確実に 歩んで参ります。

トップメッセージ

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

⃝ 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

第76期の重点テーマ 第76期の見通し

売上高 250億円

営業利益 3億円

経常利益 3億円

親会社株主に帰属する当期純利益 2.5億円

　国内のテレビジョン放送の黎明期から放送市場に携わ
り、白黒からカラーへ、アナログからデジタルへ、SDから
HDへ、そして次世代の4K、8Kへ・・・。テレビ放送の発
展の歴史は、  の技術の変遷に通じます。さらに、
放送分野で培った映像技術を、メディカル事業、セキュリ
ティ事業、検査装置事業へと発展させ、IP&T（Image：
撮像、Process：画像処理、Transmission：伝送）の専門
メーカーとして、「技術で社会に貢献」して参りました。
　そして、創立70周年の節目を契機に、新たな時代への
スタートとして、 「New  Way」を確実に歩んで行
くべく、グローバルを視野に入れた事業構造の転換を加
速させ、技術力強化、産業システム事業の強化、海外事
業の強化、経営基盤の安定化を推し進め、持続的な成長
と発展を確実なものにし、株主の皆さまのご期待に応え
て参ります。

前列左より 社外監査役 永島　建二
 社外監査役 渡辺　敏治
 取締役 神田　直樹
 代表取締役社長 清森　洋祐
 取締役 駒野目裕久
 社外取締役 伊藤　泰彦
後列左より 常勤監査役 千葉　悦雄
 取締役 竹中　章二
 取締役 樫村　直樹
 取締役 青木　隆明
 社外取締役 山﨑　雅彦

役員紹介
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昇圧トランス DA型

MK-309

当時の中継の様子
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70周年のあゆみ

の70年
常に時代の最先端技術を具現化してきた

創立70周年を迎えた 。その歴史は、常に時代の最先端を行く技術を具現化した製品で彩られています。
これまでの70年の歩みを、今日の池上を築くきっかけとなった製品の紹介と合わせて振り返ります。

はこれまでの70年の歴史の中で、映画業界のアカデミー賞と並び賞され、テレビ業界
の最高栄誉とも言われるエミー賞を4度受賞しています。
その受賞は、全て放送用カメラの開発に関わる最先端の技術であり、放送業界における
の技術力と、業界への貢献度の高さを物語っています。
■1981年　カラースタジオカメラの自動調整デジタルコンピュータの開発
■1983年　カラーカメラ「EC-35」の技術開発
■1994年　肌の色を補正する「スキンディテール」技術の開発
■2010年　ポータブルテープレス記録機の開発と製品化（米国Avid Technology,Inc.との共同受賞）

テレビ業界の最高栄誉エミー賞を4度受賞コラム

特
集

創立
1号機を米国CBS様に納入し、アメ
リカ史上初の有人人工衛星「オーロ
ラ7号」の中継に使用される。

「池上通信機材製作所」を創立
し、戦後の日本を明るくしよう
と家庭用昇圧トランスの製造を
始める。

本カメラの開発により、メ
ディカルエレクトロニクス
市場参入のきっかけとな
り、メディカル機器の開発
が本格化。

某製菓メーカーからの
依頼により開発。本装
置 の 開 発を機にFA関
連市場の開拓が本格化
し、検査装置事業参入
のきっかけとなる。

セキュリティ業界初の1台のモ
ニタに4台のカメラの映像を分
割表示する監視カメラシステム
として好評を得るとともに、セ
キュリティ事業拡大のきっかけ
となる。

世界初のハードディスク一体型
放送用カメラレコーダーを開発。
テープレスによる新しいコンセプ
トのカメラとして注目される。

世界初となるハンディタイプ8Kスーパーハイビジョ
ンカメラをNHK様と共同開発。従来のハイビジョン
カメラと同等の小型･軽量化と運用性を実現した。

カラーカメラを採用した高
速処理を可能とする検査装
置として、製薬業界の品質
向上に貢献。

世界初のENG対応ハンディカメラとし
て、米国CBS様がニュース取材に使
用。「カメラの池上」の基盤を築く。

放送用小型テレビカメラ
「ハンディルッキー」を開発

「MK-309」を開発

「トローチ検査装置」を
開発

4分割監視方式を採用した
「ミスタールック401」を開発

世界初のテープレスカメラ
「Editcam」を開発

8Kスーパーハイビジョンカメラ
「SHK-810」を開発

カラー錠剤検査装置
「TIE-7000」を開発

ENG対応ハンディカメラ
「HL-33」を開発

1946年

ミスタールック401

1962年 1973年

1978年

1982年

1995年

2015年

2002年

1972年
創
立

昭和21年9月
「池上通信機材製作所」を創立
昭和26年1月
商号を「池上通信機株式会社」に変更
テレビジョンスタジオ装置関連の
製造 ･販売を開始

昭和39年12月
ニューヨークに米国法人を設立

昭和45年8月
池上工場を新設

昭和44年4月
宇都宮工場を新設

トローチ検査装置

HL-33

Editcam SHK-810

エミー賞トロフィー

TIE-7000

昭和51年1月
ドイツ駐在員事務所を設立

昭和59年2月
東京証券取引所市場第一部に
株式を指定替え上場

昭和55年12月
ドイツ法人をノイスに設立

平成3年5月
株式会社テクノイケガミを
設立

昭和33年4月
川崎工場を新設し、テレビジョン
放送機器および音声機器の製造を開始
昭和35年9月
水戸工場を新設し、電源装置、
測定機器等の製造を開始

昭和36年5月
藤沢工場を新設し、工業用テレビジョン機器
および小型変圧器の製造を開始
昭和36年10月
東京証券取引所市場第二部に株式を上場

平成11年10月
藤沢事業所の業務を
池上工場に統合
平成12年4月
川崎工場の業務を
湘南工場に移行
平成15年2月
水戸工場の業務を
宇都宮工場に統合

平成22年4月
池上工場と宇都宮工場を統合
平成26年4月
シンガポールに現地法人を設立
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 の70年の歴史を彩る往年
の名機を実機とパネル展示。 プロ
ジェクションマッピングによる斬新な
演出でご来場の皆さまをお迎えしま
した。

Historyコーナー1
8Kカメラシステム、４Kカメラシス
テム、HD 3Dカメラシステムなど、 

 が提案する次世代の医療
用映像システムをご覧頂きました。

Medicalコーナー2
医薬品業界の品質向上と、ジェネ
リック医薬品普及率向上に貢献する
錠剤外観検査装置TIE-9500と、銅
箔やフィルムなど平面素材の欠陥を
業界最高速処理で検出する平面検
査装置PIE-650を出展しました。

Inspectionコーナー3

ドローンに搭載した超高感度HDカメ
ラによる防災･防犯ソリューション、
駅ホームの安全をサポートするHD
車掌用列車監視システムなどの鉄道･
交通ソリューションなど、社会の安
心･安全の確保に貢献する様々なソ
リューションをご覧頂きました。

Securityコーナー4
大学の研究室や国立の研究機関など
と連携して進めている産学共同開発状
況について、農業用ロボットや人物画
像におけるテカリの軽減など、その一
部をご紹介。  の映像、通
信技術と各種研究機関の最先端技
術の融合による新たな可能性をご覧
頂きました。

産学連携コーナー6
ハンディタイプ、小型タイプ8Kカメ
ラによる高精細技術、8K放送の実
現をサポートする映像圧縮・伝送技
術、ロボティックカメラやワイヤレス
HDカメラによる新たな運用スタイ
ルの提案等、さらなる放送の発展に
貢献するソリューションをご覧頂きま
した。

Broadcastコーナー5

創立70周年記念展示会と同じ会期で、幕張メッセ国際展
示場で開催された国内最大の放送機器展「InterBEE2016」
に今年も先進の放送機器、システムを出展しました。
次世代の放送方式として注目されている4K放送対応のカ
メラ、モニタ、スイッチャなど、これからの4K放送へ向け
た  のソリューションを、多くの放送業界の方にア
ピールしました。

～より豊かな映像表現を求めて～

国内最大の放送機器展
「InterBEE2016」に出展

Innovation
Broadcast
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11月16日(水)～18日(金)の3日間、幕張メッセ内国際会議場2階コンベンションホールAに於いて、
創立70周年記念展示会  「New  Way」を開催しました。
本記念展示会は、当社製品をご愛顧頂いているユーザーさまを招待し、当社のこれまでの歩みから、
放送システム、セキュリティ、メディカル、検査装置の各事業の最新の製品と技術展示、
そして、大学や国立研究機関との産学連携による開発活動の紹介など、

の過去･現在･未来をより知って頂く記念展示会となりました。

トピックス

創立70周年記念展示会  
 「New  Way」を開催
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放送システム事業
◦ 4K放送普及が進む韓国で、4KカメラシステムUHK-430

を始めとした4Kシステムの受注が好調に推移

◦ 同じく韓国でFPU伝送装置30式以上の大量受注に成功

◦ 中国の放送局向けに4Kカメラシステム、HDカメラシステ
ムの受注好調

◦ フィリピン民放最大手よりHDカメラシステムHDK-79GX 
17式の受注に成功

メディカル事業
◦ 高度医療の普及を目指す中国政府の医療機器国産化政策

にも後押しされ、複数の硬性鏡メーカーなどへ向けた医
療用HDカメラ、モニタのOEM受注が好調

◦ 4Kなど新たなインフラ需要に基づく引き合いも多数頂い
ており、これからの事業拡大に大いに期待

検査装置事業
◦ 前年度の中国での展示会への錠剤検査装置初出展に続

き、インドでの展示会に出展。アジア地域での拡販へ向
けてマーケティング活動を展開中

放送システム事業
◦ カタールのスポーツ中継プロダクションからHDカメラシス

テムHDK-97A 他の大型受注や、サウジアラビアの放送
局にボックス型HDカメラを30式納入するなど、中近東向
けの販売が好調

◦ アフリカ／ボツワナの放送局から放送用モニタ計100式以
上の一括受注に成功

メディカル事業
◦ 外科、眼科用手術顕微鏡向けを中心に  の医療

用HDカメラの受注が好調に推移

◦ ドイツでの新プロジェクト用OEM供給の受注や、OEMや
代理店経由でのモニタの供給、大学病院向けにHDカメ
ラの大型受注獲得などの他、新規でポーランドの硬性鏡
メーカーへのOEM供給の成約など、これまで販売の中心
であったドイツはもちろん、その他のヨーロッパ諸国への
拡販も進行中

REPORT REPORT07 08

の未来を映す

世界規模で進む放送市場のデジタルハイビジョン普
及の加速、高度医療の普及による高精細映像機器
の需要増加、そして安心･安全社会へ向けた要求の
高まりなど、  が展開する事業の市場はグ
ローバルに広がっています。
そこで、第76期の重点テーマの一つとして掲げてい
る「海外事業の強化･安定化」を実現すべく展開して
いる  のグローバルビジネスの主な成果を
ご紹介します。

北中南米地域 アジア地域ヨーロッパ・中近東・
アフリカ地域

グローバルビジネス

放送システム事業
◦ 新たな市場として注力している宗教関連で、米国中西部

の2つの教会からHDカメラシステムHDK-95Cの受注を
獲得

◦ メキシコ最大の放送局にローコストHDカメラHC-HD300
を13式納入

◦ 米国シアトルのレンタルハウスに4KカメラシステムUHK-
430を4式納入

メディカル事業
◦ 南米ブラジルで、硬性鏡用HDカメラ、モニタのOEM販

売が好調。医療用HDカメラ、モニタのみならず、医療用
4Kカメラの受注にも成功

◦ アメリカの当社代理店経由でベネズエラの病院向けにHD
カメラの大型受注を獲得

◦ 引き続き北中南米での  ブランドの浸透を継続中

セキュリティ事業
◦ メキシコの地下鉄向け監視カメラの一括受注に成功
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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

751名（連結937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　13,262,033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3,601,000株と、
従業員持株ESOP信託口が保有する自
己株式578,000株が含まれています。

9,582名

決算のポイント
資産について
総資産は、258億49百万円であり、前連結会計
年度末に比べ41億18百万円減少しました。流動
資産は前連結会計年度末に比べ42億91百万円減
の198億19百万円となりました。固定資産は前
連結会計年度末に比べ1億73百万円増の60億29
百万円となりました。

負債純資産について
負債総額は145億63百万円であり、前連結会計
年度末に比べ20億9百万円減少しました。流動負
債は前連結会計年度末に比べ15億88百万円減の
79億6百万円、固定負債は前連結会計年度末に比
べ4億21百万円減の66億57百万円となりました。
純資産は前連結会計年度末に比べ21億8百万円減
の112億85百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローについて
税金等調整前四半期純損失16億72百万円を計上
し、減価償却費3億60百万円、退職給付に係る負
債の減少額1億93百万円、売上債権の減少額30
億59百万円、仕入債務の減少額9億50百万円等
により、6億56百万円の収入となりました。

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1億47百万円、貸
付金の回収による収入2億47百万円、関係会社出
資金の払込による支出3億30百万円等により、2億
76百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローについて
短期借入金の純減額4億11百万円、長期借入金の
返済による支出3億35百万円、社債の償還による
支出1億円、自己株式の取得による支出90百万円
等により、10億16百万円の支出となりました。

連結損益計算書の概要

親会社株主に
帰属する

四半期純利益

営業利益売上高

7,891

△994 △955 △994

9,223

△1,451 △1,672 △1,696

経常利益 親会社株主に
帰属する

四半期純利益

営業利益売上高 経常利益

前第 2四半期
2015年4月1日～2015年9月30日

当第 2四半期
2016年4月1日～2016年9月30日

（単位：百万円）

連結貸借対照表の概要

資産合計
25,849

流動資産
19,819

固定資産
6,029

流動負債
7,906

固定負債
6,657

純資産合計
11,285

負債純資産合計
25,849

当第2四半期末
2016年9月30日現在

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

前期末
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
3,538

営業活動
による

キャッシュ・
フロー
656

投資活動
による

キャッシュ・
フロー
△276

財務活動
による

キャッシュ・
フロー
△1,016

現金及び
現金同等物に
係る
換算差額
△72

当第2四半期
2016年4月1日～2016年9月30日

現金及び
現金同等物の
四半期末残高
2,828

（単位：百万円）

連結財務データ コーポレートデータ（2016年9月30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 

金融機関  10,456,577株  14.35%

個人その他  44,469,771株  61.04%
自己名義株式  9,083,033株  12.47%

外国法人等  2,709,042株  3.72%

その他法人   4,856,705株  6.66%
金融商品取引業者  1,282,340株  1.76%

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） 3,601 5.65 

遠藤　四郎 2,479 3.92 
富士フイルム株式会社 1,329 2.08 
豊嶋　利夫 1,166 1.83 
池上通信機取引先持株会 935 1.47 
池上通信機従業員持株会 822 1.29 
斉藤　輝久 770 1.21 
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口6） 689 1.08 

CBNY DFA INTL SMALL CAP 
VALUE PORTFOLIO 674 1.06 

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口5） 664 1.04 

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3,601,000
株と、従業員持株ESOP信託口が保有する自己株式578,000株を
除いた自己株式9,083,033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。

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
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