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トップインタビュー

ごあいさつ
株主の皆さまにおかれましては、日頃より当社事業への多大
なるご理解と、厚いご支援を賜り心より厚く御礼申し上げます。
当社は昨年9月にお蔭様で創立70周年という節目の年を迎え

今年度第77期の黒字V字回復を達成し、
利益創出構造への転換を進めます。
前期第76期の大幅な業績悪化から、黒字V字回復を最重要課題として掲げ、成長戦略の確実な実行と、

ることができました。しかしながら前期第76期におきましては、

安定的に利益を創出するための企業体質の強化を積極的に展開している今年度第77期。

大幅な赤字決算を余儀なくされ、株主の皆さまには大変ご迷惑、

第2四半期を終了した時点での進捗と、これからの展望について、社長の清森洋祐が語ります。

ご心配をお掛けいたしましたこと、改めまして衷心より深くお
詫び申し上げます。

Question 01

今年度第77期におきましては、最優先課題としております業
績の黒字V字回復を達成すべく、成長戦略の確実な実行と、安
定的に利益を創出するための企業体質の強化を積極的に推進し
て参ります。
代表取締役社長

当社を取り巻く事業環境は、これまでもお伝えしましたとお
確保に向けたセキュリティ需要、医療用映像機器の高画質・高
精細化需要、ジェネリック医薬品の普及率拡大による検査機需

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。
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アジア地域や欧州地域など海外で伸び悩みがあったも
のの、国内のシステム案件が堅調に推移したことにより、

を大幅に改善する結果となりました。
こうした状況から、今年度の最重要課題である
「黒字V
字回復」
へ向けて、また、期初に公表した通期業績予想
値の達成へ向けて、第2四半期まで順調に進捗している
と考えています。

の3事業ともに売上を伸ばすことができました。特にセ

環境の成長軌道に乗り、「技術の

」として更なる技術

のプラント向け監視カメラシステム、鉄道市場向け監視

力強化を加速させ、併せて産業システム事業強化、海外事業の

カメラシステムの販売が好調に推移し、産業システム事

支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

た案件が当第2四半期に前倒しになったことによる売上高

事業では、セキュリティ、メディカル、インスペクション
キュリティ事業では、ゴミ処理施設やエネルギー関連など

株主の皆さまにおかれましては、引続き絶大なるご理解とご

現れたことに加え、第3四半期以降に売上を予定してい

前年同期とほぼ同等となりました。一方、産業システム

要等は引続き高まっていくことが期待されます。こうした事業

強化を図って参る所存です。

向上等のコスト構造の改善プロセスが進み一定の成果が

の増加に伴う利益増もあり、前年同期および期首公表値
まず、売上高につきましては、放送システム事業は、

り、国内外での次世代放送へのデジタル化投資、安心・安全の

グループの経営理念

第77期中間期（第2四半期）の業績を
どう捉えていますか?

利益面につきましては、第1四半期に引続き生産効率

業全体での売上増に貢献してくれたと考えています。ま
た、メディカル事業においては、眼科向け4Kカメラが高
い評価を得ており、受注増の傾向にあります。インスペ
クション事業では、インド向け錠剤検査装置の受注にも
成功しました。この結果、連結ベースで前年同期の売上

平成29年12月

を若干下回りましたが、期初に公表していました業績予
想値を連結、個別ともに上回ることができました。
REPORT
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Question 02

第77期通期の業績予想は据え置いてい
ますが、期末へ向けた展望について聞か
せください。
去る11月2日に第77期第2四半期決算発表に先立ち、

一方、国内においては、第1四半期に引続き受注動向
が堅調に推移しており、また、日本中央競馬会様から受
注した映像伝送システムの更新設備の納入が第4四半期
から始まるなど、通期業績予想の達成へ向けて順調に進

最後に株主の皆さまへの
メッセージをお願いします。

捗していると考えています。
しかしながら、最終的な着地点につきましては、この

今年度第77期は、当社グループが将来にわたって持続

ような国内外の市場動向の更なる分析ならびに今後の原

的成長を継続していくための重要な年度であると捉えて

連結、個別の第2四半期業績予想を上方修正させて頂き

価低減見込み状況の見極め等を総合的に勘案し、今回、

います。まずは業績の黒字転換を確実に達成し、併せて、

ましたが、通期の業績予想につきましては、期初の予想

現時点では通期業績予想を据え置く判断をさせて頂きま

これまで以上に
「技術の

値を修正していません。これは、先ほどお話ししましたよ

した。

速させ、これからの4K、8Kに代表される新技術を蓄積す

」
として技術力強化を加

うに、上方修正の主要因が第3四半期以降に予定してい

当社グループは、売上、利益の大半が第4四半期に集

るとともに、他社に先駆けた差異化製品を市場にタイム

た国内放送システム案件の売上が第2四半期へ前倒しと

中する傾向にあることから、今年度第77期の業績をいか

リーに供給して参ります。ベースとなる放送システム事業

今後も成長が期待される状況となっています。こうした状

なったことによる売上高増とそれに伴う利益増が寄与した

に向上させるかは、これからの第3、第4四半期が重要

の発展、これからも成長が見込まれるセキュリティ、メディ

況を背景に、当社グループ一丸となって、成長戦略を断

ためであり、第2四半期での上積みが、そのまま通期業

な位置付けとなります。国内放送市場でのデジタルハイ

カル、インスペクションの産業システム事業の強化、海外

行し、利益ある持続的成長を遂げることで、株主の皆さま

績にプラスにならない面があるためです。

ビジョン設備の更新需要を更に取り込み、セキュリティ、

展開を推進強化、これらを確実に実行することで、来年度

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

現時点において、アジア地域、中東地域での政情不

メディカルなど産業システム事業の売上を確実に積み上

以降の更なる成長と発展へ向けた利益創出構造への転換

る真の企業価値を創造し、皆さまのご期待にお応えして参

安などの影響もあり、今年度見込んでいた案件の実施が

げることで、最重要課題である業績の黒字V字回復を達

を推し進めて参ります。

ります。

先送りになるなど、海外での販売の先行きに不透明な部

成させるだけでなく、利益創出構造への転換を推し進め

分があります。

て参ります。

第77期の重点施策
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Question 03

得意とする高画質・高品質な映像の要求の高まりなど、

株主の皆さまにおかれましては、引続き絶大なるご理解
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。

役員紹介

第77期の見通し
（連結）

前列左より

取締役
社外監査役
代表取締役社長
常務取締役
取締役
社外取締役

竹中
永島
清森
神田
樫村
伊藤

後列左より

社外監査役
取締役
常勤監査役
取締役
社外取締役
取締役

渡辺 敏治
小原 信恒
千葉 悦雄
駒野目裕久
山﨑 雅彦
青木 隆明

260億円

⃝ 技術力の強化加速

売上高

⃝ 産業システム事業の強化

営業利益

6億円

⃝ 海外事業の強化、安定化

経常利益

6億円

⃝ 経営安定化への財務基盤強化

親会社株主に帰属する当期純利益

REPORT

当社グループを取り巻く事業環境は、当社グループが

5.5億円

章二
建二
洋祐
直樹
直樹
泰彦

REPORT
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Focus

緑内障手術の記録に欠かせない明暗の階調表現

高度医療の普及による医療用映像機器の高画質、
高精細化が進むメディカル市場
医療用4K出力カメラMKC-704KHDの
Case Studyをご紹介します。

「眼は、中心が黒く奥が深く、その周りは白く輝いています。
白内障手術では、眼の黒い部分、瞳の奥を観察しますが、緑
内障手術では、瞳の外側の白い部分、結膜も観察します。眼
の黒い部分の暗く底の深いところを観察しようとすると、その
顕微鏡に取り付けられたMKC-704KHDのカメラヘッド

将来を見据え4K出力カメラを導入

栃木県 宇都宮市 原眼科病院 様

4K出力カメラMKC-704KHDが
緑内障手術に貢献
原眼科病院様は、栃木県宇都宮市で1913年
（大正2年）
に開

改築工事が完了。手術室もリニューアルされ、既設HDカメラの

なパターンを設定して頂き、切替え

4K出力カメラMKC-704KHDを導入頂きました。

も役に立っています。
」

「まれにアナログの映像を見ることがありますが、普段HD

このように映像の記録が難しい眼

の映像を見ているので、画質に差を感じます。現在はHDでも

科手術で、MKC-704KHDを十分に

問題なく使用できるのですが、数年後に画質の差を感じること

生かした運用をして頂いています。

のないよう、最新の映像システムを導入することとしました」

更新として、当社の4K出力カメラMKC-704KHDをはじめとす

HDの 4 倍 の 解 像 度 の 4K出 力と 高 感 度 を 備 え たMKC704KHDを、将来にわたり眼科手術に役立つカメラとしてご

であることを使命とされています。現在は、東武宇都宮駅前に

ンプ
（両目で見る検眼用の顕微鏡）
用アナログカメラも更新。ス

評価頂きました。

位置し、白内障手術、網膜硝子体手術、緑内障手術をする設

リットランプ用途に特化した当社のフルHDカメラTHD-23FHD

備をはじめ、緑内障の診断、経過観察に必要な検査機器、緑

を4式導入頂きました。
システムを導入頂いた背景や、当社に対するご要望などにつ

療、診断が行われています。

いてお話を伺いました。

手術を見守るご家族に安心を

間の視細胞の密度の方が高いので、同じレベルまでカメラの
解像度が上がることを期待しています。
」

「当院では、1975年より、見学室でご家族が手術顕微鏡と

「簡単に使用でき、コストパフォーマンスの優れた機器の開

面が暗くなりましたが、MKC-704KHDは高感度なため、消

発を望みます。また、患者さんのイニシャルや日付を映像に

灯しても画面があまり暗くならず映っています。 見学室で、

スーパーインポーズできるようにするなど、保管した映像

手術映像を見守っているご家族には、
『 照明が消えます』
という

データの中から目的のデータを簡単に探し出せるよう、整理や

説明から
『画面が少し暗くなります』

検索方法の向上に注力することを希望します。
」
医療現場のニーズにマッチした運用性の高いシステムの重
要性をあらためて認識しました。

者さんと見守るご家族の安心を支え
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手術顕微鏡システム

スリットランプに取り付けられた
THD-23FHD

医療の更なる発展のため映像技術の絶え間無い進化を熱望
されています。

手術では、手術中に一旦消灯する場面があります。以前は画

MKC-704KHDの高感度が、患
原 岳院長様

カメラの画質は視細胞に近づけよ！
今後の当社へのご要望を伺いました。

に変えることができました。」

新・改築した原眼科病院様

映像記録装置 他

「解像度は高いに越したことはない。カメラと比べて、まだ人

手術室の映像を見られるように中継を行っています。緑内障

原眼科病院様では本年2017年に新館の新築と本館の全面

のパターンの設定を入れて使い分けています。各手術に適切
も瞬時に行うことができるのでとて

る4K手術映像システムを導入頂き、併せて診察室のスリットラ

器なども備え、日帰りや入院による手術はもちろん、最新の治

しいところです。当院では、白内障手術と緑内障手術との2つ

原眼科病院様では、新しい手術室にふさわしい、将来を見

設。今年で開設104年を迎え
「眼科専門病院」
として特殊な診

原眼科病院の4代目となる原 岳院長に、今回当社のカメラ、

膜の赤い血管などは映りません。そこが手術の記録で一番難

据えた最新の映像システムを求められ、手術顕微鏡用として

断、治療を担うと同時に
「めいしゃ」
として地域のホームドクター

内障、糖尿病網膜症、後発白内障の治療に必要なレーザー機

周りの白いところは、うまく調整しないと白く飛んでしまい、結

ています。

当社では、これからも映像技術で医療の発展に貢献し、医
見学室のモニタ設備

療現場に携わる皆さまをサポートして参ります。
REPORT
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の未来を映す

グローバルビジネス

インド
バンガロール

当社のビジネスは、日本国内に留まらず海外へとグローバルに展開しています。
特に、産業システム事業のグローバル展開は当社のこれからの発展に欠かせません。
そこで、今年度第77期の重点施策としても掲げられている「海外事業の強化、安定化」、
「産業システム事業の強化」の具体的な成果の一つとして、
今回は産業システム事業の中から「インスペクション事業」の成果についてご紹介します。

TIE-9500の採用決定に至った経緯について、メドライク社様執行副
社長ケダルシャワール氏から下記のコメントを頂いています。
業界最速の処理能力と微細な不良も見逃さずに検知できる技術
を高く評価しました。TIE-9500は、我々の高品質な製品の提供

TIE-9500の内部

とグローバルな事業運営の拡大に大きく貢献するはずです。
採用に至ったもう一つの大事な理由として日本市場での納入実績
ならびに長期にわたりサポートが実施されていることが挙げられ
ます。納入後のサポートについてはインドでも同様な対応を期待
しています。

インドのメドライク社様の新設工場に
カラー錠剤検査装置TIE-9500を納入

では、これからも今回ご紹介したインスペクション事業を始
め、産業システム事業の更なるグローバル化の推進を継続し、業績と
メドライク社様バンガロールの新設工場

企業価値の向上を目指して参ります。

検査用カメラ部

錠剤検査装置は、当社のインスペクション事業の主要市場である製薬
メーカー向けに国内では多くの納入実績を誇り、品質の向上と、安全性の
向上に貢献しています。
こうした国内での実績を背景に、インドを始めとした西アジア地域、東南
アジア地域、オセアニア地域での販売、サービスを担当する当社のシンガ

カラー錠剤検査装置 TIE-9500
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医薬品錠剤の品質向上、検査工程の省力化をサポート
カラー錠剤検査装置TIE-9000シリーズ

ポール現地法人Ikegami Electronics Asia Pacific Pte.Ltd.
（略称 Ikegami

TIE-9000シリーズは、部品点数を大幅に削

APAC）
で、インスペクション事業のグローバル展開を目的に、昨年度には

減し、品種切替を容易にすることで多品種の

インドでの展示会に出展するなど、マーケティングおよび販売促進活動を進

錠剤検査に適した
「TIE-9000」
と、錠剤の搬送

めてきました。

部を2列にすることで、1時間当り最大50～60

こうした活動の成果として、この度、インドを生産拠点に医薬品製剤の

万錠の高速処理を実現している
「TIE-9500」
の

受託製造
（CMO）
・受託開発製造
（CDMO）
およびジェネリック医薬品の製

2機種をラインアップ。当社独自の光学システ

造と、欧州、アジア、アフリカ地域などへ販売するメドライク社様よりTIE-

ムを採用することで、各種錠剤の全周囲を漏

9000シリーズの高速処理対応のカラー錠剤検査装置
「TIE-9500」
を受注。

れなく検査することが可能。更に、現場での

デカン高原南部、カルナータカ州の州都で、南インド有数の工業都市バン

運用性を考慮したタッチパネルによる容易な

ガロールにある同社の新設工場へ設置が完了しました。

設定と簡単操作を併せて実現しています。

死角のない全周囲検査

タッチパネル操作部
REPORT
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連結財務データ

コーポレートデータ

（2017年9月30日現在）

連結損益計算書の概要

（単位：百万円）

9,223

8,926

△1,451 △1,672 △1,696
売上高

営業利益

経常利益 親会社株主に
帰属する
四半期純利益

売上高

前第 2 四半期

△725

△723

営業利益

経常利益 親会社株主に
帰属する
四半期純利益

当第 2 四半期

2016年4月1日～2016年9月30日

2017年4月1日～2017年9月30日

連結貸借対照表の概要

（単位：百万円）

資産合計 負債純資産合計
28,674
28,674

流動資産
23,961

固定資産
4,713

資産合計 負債純資産合計
26,352
26,352

流動負債
12,499
流動資産
21,814

固定負債
5,052
純資産合計
11,122

固定資産
4,538

前期末

2017年3月31日現在

営業活動
による
キャッシュ・
フロー
△3,817

投資活動
による
キャッシュ・
フロー
△79

財務活動
による
キャッシュ・
フロー
△568

当第2四半期末

株式の状況

決算のポイント

商

資産について

英 文 商 号

IKEGAMI TSUSHINKI CO.,LTD.

本社所在地

〒146-8567 東京都大田区池上五丁目 6番16号

事

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）

総資産は263億52百万円であり、前連結会計年
度末に比べ23億22百万円減少しました。流動資
産は前連結会計年度末に比べ21億47百万円減の
218億14百万円、固定資産は前連結会計年度末
に比べ1億74百万円減の45億38百万円となりま
した。

号

業

所

負債純資産について
負債総額は158億84百万円であり、前連結会計
年度末に比べ16億67百万円減少しました。流動
負債は前連結会計年度末に比べ11億94百万円減
少、固定負債は前連結会計年度末に比べ4億73
百万円減少となりました。純資産は前連結会計年
度末に比べ6億54百万円減少し、104億68百万円
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6億69百万円を計上
し、たな卸資産の増加額22億64百万円、未払金
の減少額13億13百万円等により、38億17百万円
の支出となりました（前年同期比44億74百万円の
支出増加）
。

グループ会社

池上通信機株式会社

発行可能株式総数
発行済株式総数

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
従 業 員 数

740名（連結923名）

創

1948年2月21日

資

立
本

金

（個人創業：1946年9月10日）

現金及び
現金同等物に
係る
換算差額
12

200,000,000株
72,857,468株
（うち自己株式 13,030,007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3,561,000株と、
従業員持株ESOP信託口が保有する自
己株式376,000株が含まれています。

株

主

数

大

株

主

9,210名

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）
遠藤四郎
豊嶋利夫
富士フイルム株式会社
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）
日本トラスティ･サービス信託銀行
株式会社（信託口5）
池上通信機従業員持株会
日本トラスティ･サービス信託銀行
株式会社（信託口）
池上通信機取引先持株会
日本トラスティ･サービス信託銀行
株式会社
（信託口2）

3,561

5.58

2,028
1,421
1,329

3.18
2.13
2.09

1,198

1.88

1,180

1.85

951

1.49

931

1.46

924

1.45

869

1.36

（注）
	持株比率は株式付与ESOP信託口が保有する自己株式3,561,000
株と、従業員持株ESOP信託口が保有する自己株式376,000株を
除いた自己株式9,093,007株を控除して計算しています。

7,000百万円

投資活動によるキャッシュ・フローについて
（単位：百万円）

現金及び
現金同等物の
四半期末残高
4,619

当第2四半期

REPORT

固定負債
4,578

2017年9月30日現在

2017年4月1日～2017年9月30日

09

流動負債
11,305

純資産合計
10,468

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
9,072

△726

会社概要

有形固定資産の取得による支出1億6百万円、投資
有価証券の売却による収入39百万円等により、79
百万円の支出となりました（前年同期比1億97百万
円の支出減少）
。

代表取締役社長

清森

洋祐

社外取締役

山﨑

雅彦

常務取締役

神田

直樹

社外取締役

伊藤

泰彦

財務活動によるキャッシュ・フローについて

取

締

役

駒野目裕久

常勤監査役

千葉

悦雄

短期借入金の純減額3億17百万円、長期借入れに
よる収入4億75百万円、長期借入金の返済による
支出4億41百万円、社債の償還による支出1億56
百万円等により、5億68百万円の支出となりました
（前年同期比4億48百万円の支出減少）
。

取

締

役

樫村

直樹

社外監査役

永島

建二

取

締

役

青木

隆明

社外監査役

渡辺

敏治

取

締

役

竹中

章二

取

締

役

小原

信恒

役員

所有者別分布状況
金融機関 11,880,577株 16.31%

金融商品取引業者 2,593,347株 3.56%

その他法人 4,504,728株 6.18%

外国法人等 2,164,967株 2.97%

個人その他 42,620,842株 58.50%

自己名義株式 9,093,007株 12.48%
REPORT
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株主さまインフォメーション
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

ホームページのご案内

毎年4月1日から翌年３月31日まで
3月31日

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。

1,000株

会社情報ホームページ

三菱UFJ信託銀行株式会社

www.ikegami.co.jp/

毎年6月
(中間配当を実施するときの株主確定日は9月30日です。
）

同

連

絡

先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町１－１
0120-232-711(通話料無料)
郵送先 〒137-8081
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

公

告

方

法

電子公告をもって行います。

池上通信機

検索

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。
3. 株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関の事務拠点の移転に伴い、平成 29 年
8 月 14 日付にて上記のとおり変更しております。

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

www. ik eg am i. c o.j p /

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。

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。

