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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、ご支援を賜り心より厚く御礼申し上げます。
当社は、前年度第77期に最優先課題として掲げた業績の黒字V
字回復を達成し、継続的に利益を創出できる経営基盤の確立へ向
けた大きな第一歩を踏み出すことができました。
そ し て、 今 年 度 第 7 8 期 は、 次 代 へ 繋 げ る「New
Way」を確立するための重要な年度と位置付け、次世代コア技術
の習得・獲得に向け、更なる技術力強化・推進を図り、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強化を
積極的に推進し、業績目標の達成に果敢にチャレンジして参ります。
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。
2018年12月
代表取締役社長

今年度第78期の業績目標達成へ向けて
次代へ繋ぐ「New

Way」の確立を目指し、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展開している今年度第78期。
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。
Question 01

第78期通期目標の達成へ向けて、
中間期（第2四半期）の業績を
どう捉えていますか?
まず、売上高につきましては、放送システム事業は、
国内の放送局でのデジタルハイビジョン設備の更新需要
を着実に受注に結びつけることができ、売上が堅調に推

繋がる成果もありました。
この結果、期初に公表していました業績予想を連結、
個別ともに上回ることができました。
また、損益面においても、生産効率の改善、海外事
業の採算性向上に加え、第3四半期以降に予定していた
高利益率案件の売上が当第2四半期に前倒しとなったこ
ともあり、前年同期および期初予想から大幅に改善した
結果を残すことができました。
こうした状況から、第2四半期終了時点での業績は、

移しました。昨年当社ホームページ、および第76期株主

期初に公表した通期業績予想の達成へ向けて順調に前進

通信でもご紹介させて頂きました、日本中央競馬会様の

していると考えています。

映像伝送システムについても、当第2四半期に無事工事
が完了し運用が開始されております。海外においても、
北米地域で、放送局以外の市場開拓が進み、また、ア

グループの経営理念
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。

ジア地域でも需要回復の兆しが現れてきたことから、前
年同期を若干ですが上回ることができました。
一方、産業システム事業においては、欧州地域、ア
ジア地域での医療用カメラのOEM販売が堅調に推移し、
メディカル事業は前年同様安定した売上を維持すること
ができました。セキュリティ、検査装置の両事業では、
前年同期を下回る売上でしたが、官公庁向け交通監視シ
ステムの受注、新商品の錠剤印刷装置を大手ジェネリッ
ク医薬品メーカー様より初受注できたことなど、今後に
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トップインタビュー
への投資を考慮するとともに、今後の世界経済情勢にお

システム事業では、国内放送市場の更新需要を確実に

ける様々なリスク等を勘案し、通期の業績予想は修正して

取り込むとともに、8K、4K対応の強化を進めて参ります。

Way」
を確立するための重要な年度と位置付け、これ迄

メディカル事業では、高度医療の普及に応えるため

培ったプロに貢献するプロとしてのモノづくりの
「匠の技」

の医療機器としての高精細映像機器の製造・販売の強化、

を、顧客ごとの知見や経験を活かして、真の顧客ニーズ

イビジョン設備の更新需要の継続と相まって、この12月か

メディカル映像システムソリューションメーカーへの進化を

を追求した顧客起点のソリューションビジネスに置き換

ら本放送がスタートしたBS・CS放送での8K、4K放送を

加速させていきます。セキュリティ事業では、得意とする

え、ビジネス展開し、社会に貢献して参ります。

契機とした8K、4K設備投資需要の高まりが期待されます。

官公庁や防衛、鉄道・交通市場などのハイエンド市場へ

当 社グ ル ープを取り巻く事 業 環 境は、 引 続き当 社

いません。
放送システム事業では、放送市場におけるデジタルハ

Question 02

第78期の通期目標達成へ向けた今後の
展望を聞かせてください。

セキュリティ市場では、安心・安全の確保や防犯、防災

の更なる注力、そして検査装置事業では、製薬市場で

グループが得意とする高画質・高品質な映像の要求の

意識の高まりによる需要、医療市場においても、医療の

の技術優位性の確立と併せ、事業領域拡大へ向けた施策

高まりなど、今後も成長が期待される状況となってい

高度化を背景とした高画質・高精細映像機器の需要、検

の推進、他社とのアライアンスによる成長・発展など、成

ます。 各市場の成長度合いはそれぞれ異なりますが、

査市場では、品質･安全性の確保や、作業効率の改善な

長戦略の確実な実行と、安定的に利益を創出するための

当社グループはこうした状況を背景に、グループ一丸と

ど、様々な分野で検査装置の需要が高まることも見込ま

企業体質強化を積極的に推進し、通期業績目標の達成を

なって成長戦略を断行し、利益ある持続的成長を遂げる

れます。

目指して参ります。

ことで、株主の皆さまをはじめとした全てのステーク
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よるリスクが増加している状況であり、米国はもとよりア

売上高、損益ともに期初の予想を上回ることができ、特

ジア地域や中近東地域など、当社の海外における事業展

に損益の面では大幅な改善を達成することができました

開への影響も危惧されます。

が、来年度以降へ向けた成長戦略、更なる技術力強化等

このような状況下において、当社グループは、放送

第78期の重点施策

第78期の見通し
（連結）

Question 03

最後に株主の皆さまへの
メッセージをお願いします。

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
前列左より

取締役
取締役
常務取締役
代表取締役社長
取締役
取締役
取締役

大木 孝志
青木 隆明
神田 直樹
清森 洋祐
駒野目裕久
小原 信恒
小島
睦

後列左より

常勤監査役
社外監査役
社外監査役
社外取締役
社外取締役

千葉
渡辺
永島
山﨑
永井

265億円

⃝ 技術力強化の加速・推進

売上高

⃝ 産業システム事業の強化

営業利益

7億円

⃝ 海外事業の強化

経常利益

6億円

⃝ 利益創出構造の構築強化

親会社株主に帰属する当期純利益

REPORT

ホルダーの皆さまのご期待にお応えして参ります。

しかし、海外におきましては、米国の保護主義的な通商
政策による貿易摩擦の懸念など、経済情勢の不確実性に

第2四半期終了時点の業績は、先ほどお話したとおり、

今 年 度 第 7 8 期 は、 次 代 へ 繋 げ る
「New

5.5億円

悦雄
敏治
建二
雅彦
研二
REPORT
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Focus
株式会社TBSテレビ 様

新設の
「Gスタジオ」
に
4KシステムカメラUHK-430を納入！

株式会社TBSテレビ様(以下、TBS様)は東京・赤坂に放送センターを構え、おなじみのドラマやバラエティー、
の4KシステムカメラUHK-430が採用されました。

お客様の声
山田 賢司 様

頂いたポイントや、実際に運用頂いた感想などを伺いました。

今回のGスタジオは、元々ラジオのスタジオ・サブ※だった
場所を改修したこともあり、通常のテレビスタジオ・サブに比
べスペースや電源容量において制限が多くありました。また、

スタジオです。本年6月に開催された国際的サッカー大会の中
スタジオのカメラとして、4式のUHK-430が運用されています。

Q

数ある候補の中から、UHK-430をご採用頂いた
ポイントについてお聞かせください。
カメラは、
「現時点で最も可能性と将来的な拡張性を持った

機器を選択する」
というコンセプトで機器選定を行いました。
UHK-430は他社に先駆けて12G-SDI※に対応していたこ

Q 実際に運用頂いた感想はいかがでしょうか？

て欲しいですね。新しいトレンド

今回、標準品に近い仕様で導入し、大きなカスタマイズは
行っていませんが、標準仕様でも必要な機能は全て搭載され

に沿った製品をいち早く提案し、
我々ユーザーの背中を後押しし

スタマイズをお願いした部分も、素早く柔軟に対応頂き、満

てくれることを期待しています。

足のいく運用に繋がりました。
Gスタジオのサブは生放送に対応していないため、Gスタ

高い総合評価を頂き、TBS様にご採用頂きました。当社では、

ジオサブと連携して運用する必要があります。 その際、カ

今後も最新のトレンド、テクノロジーを追求し、お客様の
様々なご要望にお応えすることで、放送業界の発展に貢献

メラ映像の色合いやカラーバランスなどを調整するリモコン

取りで、こちらの要望に

とても魅力的に感じています。

たと感じています。おか

「VF(ビューファインダ)の視認性の良さ」や、
「肩に担いだ時

げで非常にスムーズに作

の前後・左右のバランスの良さ」に高い評価が集まりまし

業を進めることができま
した。

た。定量的な評価が難しい画質面でも、解像度や発色の良
限られたスペースに設置された機器ラック

REPORT

さ、表現力の高さに対して現場のメンバーから「是非このカ

4KシステムカメラUHK-430は、その運用性・性能に対し

ジオから生放送を行う場合は、他の生放送に対応したスタ

「OCP-300」
を連携先のサブに設置し、
「OCP-300」
とGスタ

また、実際に操作するカメラマンの意見を重視する中で

の波が来たときに、そのトレンド

ており、非常に快適に運用することができています。一部カ

ントとなりました。今後、様々な運用が想定されるので、

対しても柔軟に対応頂け

Q 今後、池上通信機に期待することはありますか？
さんには、最新のト

とが、将来的な拡張性を有しているという点で大きなポイ

さんには

GスタジオのUHK-430

レンドを掴んだ製品を開発し続け

スピード感を持ったやり

納期も限られているという状況でしたが、

05

ことから
「マルチユーススタジオ」
と呼ばれる、珍しいタイプの

UHK-430を採用することになりました。

今回、設備導入をご担当されたTBSテレビ山田様に、UHK-430をご採用

Q

新設されたマルチユーススタジオです。テレビ、ラジオ、更に
はインターネット配信などの放送形態にマルチに対応している

メラを使ってみたい」という声が上がり、総合的な判断で

株式会社 TBSテレビ 技術局 放送設備計画部

今回のスタジオ新設にあたり、通常のスタジオ設
計とは違う難しさがあったのではないでしょうか？

TBS様局内で増加しているスタジオ需要に対応するために、

継番組の一部が、このGスタジオから放送されました。そのG

報道番組を放送している、JNN系列全国28局ネットのキー局です。
この度、TBS様が新設された
「Gスタジオ」
に

マルチユーススタジオ
「Gスタジオ」
とは？

ジオのカメラ間の接続を延長する装置として

さん

の光伝送装置iHTR-100※を使用しています。延長した場合に
懸念していた操作レスポンスの遅延もなく、ストレスを感じる
ことなく運用できています。
全体的に、思い描いていた通りのスムーズな運用ができて
おり、満足しています。

して参ります。
用語解説
※ サブ：サブ・コントロール・ルームの略称。映像、音声等を調整するための
機器操作室。
※ 12G-SDI：大容量4K映像信号をHD映像信号と同様にケーブル1本で伝送
可能な規格。
※ 光伝送装置iHTR-100：1本の光複合カメラケーブルで様々な信号を伝送で
きる光伝送装置。HD映像信号であれば最大8素材の伝送が可能。

REPORT
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トピックス

医療機器の製造・販売を開始 !

TOPICS

当社は
「第二種医療機器製造販売業」および「高度管理医療機器等販売業」に認定され、
医療機器の製造・販売が可能となりました。

TOPICS

世界トップクラスの手術室映像統合管理

そして2018年10月に池上通信機にとって初の医療機器を2機種リリースしました。

Vigilate®(ビジラーテ)
眼科向け3Dシステム｢IHS-300」

手術室映像統合管理システムの
取り扱いを開始 !

システムメーカーcaresyntax
（ ケアシン

顕微鏡用近赤外可視光カメラ
「MKD-800IR」
NEW

タックス）
社とパートナーシップ契約を締結
しました。
caresyntax社のシステムは、世界74カ
国、約1,800の病院で6,000システムが
稼動しています。今後、日本国内におい
ても積極的に手術室映像統合管理システ
ムの販売を展開し、現場が抱える数々の
課題を解決し、病院経営の効率化に繋が

NEW

るソリューションを提供していきます。

の手術顕微鏡用3CMOSカメラシステムの
ノウハウと、デジタル3D映像技術を融合した眼科用3D
映像システムです。

近赤外領域の蛍光撮影と可視光（カラー）映像の同時撮
影を可能にした手術顕微鏡用カメラです。
通常の高画質カラー映像に加え、特殊なフィルターを

顕微鏡を覗くのではなく、3D用メガネを装着しモニ

通した光をあてると蛍光を発する性質を持つ
「インドシ

タを見ながら手術を進めることが可能です。

アニングリーン（ICG）」から発生する近赤外蛍光を画像

無理のない姿勢で手術が行えるため、術者の疲労を抑制

化することができ、血流観察などが可能になります。

する効果が期待できます。

医療機器とは
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疾病の診断、治療、予防への使用を目的とした機械器具等です。
医療機器を製造・販売するためには、高度な信頼性と厳しい品質基準が要求されます。
今回の認定は、当社製品の品質の高さが認められた証でもあります。

現場の声

メディカルソリューション営業部 統括部長

秋山 静延

医療機器の製造・販売が可能となったことで、高性能と運用性を兼ね備える当社製品を、
ひとりでも多くのお客様に使用して頂きたいと考えています。一方で、直接医療行為に関わ
る「医療機器」の製造・販売を行うことで、これまで以上に責任感を感じています。
今後も、高品質な医療映像機器とシステムのご提案を通じ、医療の更なる高度化を支援
し、医療現場の安全をサポートして参ります。

メディカル事業の今後の展開にご期待ください！
REPORT
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連結財務データ

コーポレートデータ

（2018年9月30日現在）

連結損益計算書の概要

（単位：百万円）

8,926

売上高

8,880

△725

△723

△726

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

△201

△169

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

2017年4月1日～2017年9月30日

2018年4月1日～2018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
27,443
27,443

流動資産
22,929

固定資産
4,514

流動負債
11,676

資産合計 負債純資産合計
24,487
24,487
固定負債
4,028

純資産合計
11,739

流動資産
20,045

前期末

当第2四半期末

現金及び
営業活動
現金同等物の
による
期首残高
キャッシュ・
5,441
フロー

投資活動
による
キャッシュ・
フロー
△176

財務活動
による
キャッシュ・
フロー
△1,701

当第2四半期

2018年4月1日～2018年9月30日

REPORT

固定負債
3,215

2018年9月30日現在

連結キャッシュ・フロー計算書の概要
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流動負債
9,819

純資産合計
11,452

固定資産
4,442

2018年3月31日現在

793

△179

（単位：百万円）

現金及び
現金同等物に
係る
換算差額
24

現金及び
現金同等物の
四半期末残高
4,380

会社概要

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
、大阪支店、
（東京都）
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244億87百万円であり、前連結会計年度
末に比べ29億55百万円減少しました。流動資産は
前連結会計年度末に比べ28億83百万円減の200
億45百万円、固定資産は前連結会計年度末に比
べ71百万円減の44億42百万円となりました。

号

業

所

負債純資産について
負債総額は130億35百万円であり、前連結会計
年度末に比べ26億69百万円減少しました。流動
負債は前連結会計年度末に比べ18億56百万円減
少、固定負債は前連結会計年度末に比べ8億12
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2億86百万円減少し、114億52百万円
となりました。

グループ会社

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）

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1億69百万円を計上
し、減価償却費3億25百万円、売上債権の減少額
45億21百万円、たな卸資産の増加額21億20
百万円、仕入債務の減少額7億48百万円、未払消
費税等の減少額3億26百万円等により、7億93
百万円の収入となりました（前年同期比46億11
百万円の収入増加）
。

池上通信機株式会社

株式会社テクノイケガミ
従 業 員 数
創
資

投資活動によるキャッシュ・フローについて

立
本

金

724名（連結900名）
1948年2月21日

（個人創業：1946年9月10日）

200,000,000株
72,857,468株
（うち自己株式 12,781,840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3,500,000株と、
従業員持株ESOP信託口が保有する自
己株式182,000株が含まれています。

株

主

数

大

株

主

8,755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
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）
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
池上通信機取引先持株会
野村信託銀行株式会社(投信口）
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口２）

3,500

5.49

1,958
1,701

3.07
2.67

1,444

2.26

1,255

1.97

1,228

1.93

1,021
1,007
999

1.60
1.58
1.57

873

1.37

（注）
	持株比率は株式付与ESOP信託口が保有する自己株式3,500,000
株と、従業員持株ESOP信託口が保有する自己株式182,000株を
除いた自己株式9,099,840株を控除して計算しています。

7,000百万円

役員

有形固定資産の取得による支出1億53百万円等に
より、1億76百万円の支出となりました（前年同期
比96百万円の支出増加）
。

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

永井

研二

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7億75百万円、長期借入金の
返済による支出5億6百万円、社債の償還による支
出1億56百万円、配当金の支払額1億89百万円等
により、17億1百万円の支出となりました（前年同
期比11億33百万円の支出増加）
。

取

締

役

青木

隆明

社外監査役

永島

建二

取

締

役

小原

信恒

社外監査役

渡辺

敏治

取

締

役

大木

孝志

取

締

役

小島

睦

所有者別分布状況
金融機関 12,823,577株 17.59%

金融商品取引業者 2,269,783株 3.12%

その他法人 4,207,694株 5.78%

外国法人等 1,962,067株 2.69%

個人その他 42,494,507株 58.33%

自己名義株式 9,099,840株 12.49%
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10

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

毎年6月

配当金受領株主確定日

3月31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

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

(中間配当を実施するときの株主確定日は9月30日です。
）

をダウンロードすることもできます。

100株

クリック

三菱UFJ信託銀行株式会社

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。

公告掲載URL
www.ikegami.co.jp/equityrelated/fs-4

TOPページ

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。

IRページ
会社情報ホームページ

池上通信機

www.ikegami.co.jp/

検索

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. 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。

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。

