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■	カーナビ
■	カーオーディオなど

■	クラスターパネル
■	スイッチ（エアコン、指示器、
	 ワイパー、ウィンドウなど）
■	Safety分野（ミリ波レーダー、カメラ）
■	EV/HV/PHEV車内パワートレイン分野
　（コンバーター、インバーターなど）

■	FA関連機器
		（PLC、インバーターなど）、
	 スマートメーターなど

インダストリアル2,244百万円

決算のポイント

前期比12.5%増。今期は毎四半期100億円を超え、通期
でイリソ史上初めて400億円を突破。期初計画より5.6%
上回る。車載市場、インダストリアル市場が堅調に増加。

売 上 面

利 益 面 売上の増加と原価低減活動、円安の影響により増益とな
り、営業利益率は前期比2.2ポイント増の19.9%となった。

18.3期17.3期16.3期

42,248
37,54738,209

■	売上高
			（単位:百万円）

18.3期17.3期16.3期

7,872
6,7506,602

■	経常利益
			（単位:百万円）

18.3期17.3期16.3期

8,426

6,6616,568

■	営業利益
			（単位:百万円）

18.3期17.3期16.3期

5,456
4,875

4,045

■	親会社株主に帰属する  
 当期純利益
			（単位:百万円）

強さを支える
事業・分野別

イリソのコネクタ搭載
アプリケーション

■	プリンター、複合機、ゲーム機、
	 デジタルカメラ、液晶テレビなど

コンシューマー4,172百万円

車載（エレクトロニクス）

18,623百万円

車載（AVN）

17,209百万円

車載	35,832百万円

一目でわかるイリソ電子工業

40.7%

5.3%9.9%

44.1%

84.8%
車載市場向けを中心に好調。

売上高、利益ともに過去最高を更新

前期比
12.5%UP 前期比

26.5%UP

成長分野

前期比
11.9%UP

前期比
16.6%UP
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成長につなげるイリソのトップが語る経営方針

毎年の当社グループの目指すべき姿を現すもの

未来に続く架け橋として
当社は未来永劫、常にお客様と共に価値を創造し、共有す
る場であることを願っています。未来を読み取りチャレンジ
し続け、価値を生み出す努力を絶えず続けることが、成長
という未来への架け橋となります。

人の心を尊重し
戦略や戦術だけでは決して企業は成長できません。私たち
を取り巻く人々の心に深く関心を持ち常に感謝の心を意識
の原点に置き、満足と感動を与えること、それが尊敬とな
り、やがて人が動く、いわば未来は人の心の中にあるの	
です。

豊かな価値を創り
一人一人が常に目的意識を持ちながら行動し、挑戦し努力
することが、企業の差となります。それは、今までに無いも
の、誰もやったことがないもの、いわば独創性を生みます。
その結果の充実感が豊かさを生み、それは単にハードだけ
にとどまらず、ソフト面やシステム面も含まれます。その自
己実現を通して社員の幸せがあります。

社会貢献に努める
企業とは、お客様の信頼を得て、社会の役に立ち、高効率
経営で科学技術の発展に貢献し、納税義務を果たして地域
社会から存在が認められて、支持をいただくことで根付い
てまいります。

通期で売上高、利益ともに過去最高を更新。
自動車産業や通信、モノづくりの変化をチャンスに、
長期ビジョンの達成を目指します。

　売上高422億円、営業利益84億円と、ともに過
去最高を更新しました。売上高400億円を突破した
のは当社史上初となります。業績好調の要因は、

主力としている車載市場、第二の柱として確立を目指してい
る産業機器市場の売上が堅調に増加したこと、また、売上
増と原価低減活動、円安の影響が利益面で寄与しました。
市場別に見ますと、車載市場では、ADAS（先進運転支援

システム）・電装化・電動化の進展によりカーエレクトロニク
ス分野の売上が拡大する中、特に安全系（車載カメラ・レー
ダー）向けが前期比150%増と好調で、カーエレクトロニク
ス分野の売上が初めてAVN（オーディオビジュアルナビゲー
ション）分野を上回りました。また、産業機器市場では、中
国を中心としたFA機器の需要増により好調を維持しました。
産業機器分野の売上高は22億円（構成比5.3%）ですが、前
期比136.8%と着実な成長を遂げています。
地域別に見ますと、日本では安全系を中心としたカーエレ

代表取締役社長  由木 幾夫取締役会長  佐藤 定雄

増を見込んでいます。また、産業機器市場では、人手不足
が加速する日本をはじめ、中華・韓国圏でのFA機器の需要
増による売上拡大を見込んでいます。
営業利益については、自動化・合理化による原価低減活
動、キープロセスの内製化拡大による原価率の改善等によ
り拡大を図っていきます。営業利益率については、中国・南
通工場の関連費用が今期より営業内の計上となることから、
0.3ポイントの下落（19.6%）を見込んでいます。
また、投資に関しては、中期経営計画の通り、新製品の
開発、コスト力強化、増産対応に向けて75億円（同
122.5%）の設備投資を予定しています。新製品の開発投資
は、伸長する車載市場に向けて、マーケティング部門・技術
部門が連携してニーズを先取りした新製品をスピード開発す
ることを狙いとしています。また、コスト力強化に向けて、
原価低減を目的とした積極的な合理化投資、キープロセス
（成形・プレス・メッキ）の内製化比率拡大を推進します。増
産対応としては、中国・南通工場のスムーズな生産立上げ
に向けた投資を実施します。

▲

FPC/FFCコネクタ
FPC基板（Flexible	printed	circuits）やFFCケーブル（Flexible	
flat	cable）の接続用に開発されたコネクタの総称で、コネクタの
挿入時に力を加えずにロック可能なZIF（Zero	 insertion	Force）
タイプと挿入したときに力が発生するNON-ZIFタイプがあります。

▲

基板対基板コネクタ（BtoBコネクタ）
プリント基板の接続用に開発されたコネクタの総称でボー
ド・ツー・ボードコネクタ（ボードtoボードコネクタ）とも呼
ばれます。垂直接続、平行（スタッキング)接続、水平接続
などの組み合わせで、さまざまな接続が可能となります。

　売上高455億円（前期比32億円増）、営業利益
89億円（同5億円増）の増収増益を見込んでいます。
売上については、車載市場を中心とした拡大を計

画しています。車載市場の主力分野となるカーエレクトロニ
クス分野では、引き続き車載カメラやレーダーなどの安全系
が売上を牽引するとともに、パワートレイン向けでは当社の
三次元可動BtoBコネクタ“Z-Move™”が搭載されている
DCDCコンバーター以外にも各種コンバーター等での売上

2018年3月期の業績について
お聞かせください。Q

A 2019年3月期の見通しについて
お聞かせください。Q

A

コネクタ
豆知識

クトロニクス分野、産業機器分野が好調で増収となりまし
た。中華・韓国圏はカーエレクトロニクス、産業機器ともに
増収となりました。欧州はカーエレクトロニクスの安全系が
牽引して車載市場で増収となりました。米国は車載市場で
AVN、カーエレクトロニクスともに増収となりました。
また、2018年4月には、当社5番目の生産拠点として、
中国江蘇州に南通工場が開工しました。

※2019年3月期は、為替レート1USD＝105.00円、1ユーロ＝125.00円、
1元＝16.50円を前提としています。
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配当金及び配当性向の推移

16.3期15.3期

60.00

17.3期

60.00

80.00

20.00

18.3期

50.00

19.3期（予定）

60.00

13.5 17.0 19.3 21.721.7 23.323.3

■■配当金（円） ●配当性向（％） ■記念配当(市場変更及び設立50周年記念)

60.0060.00

長期ビジョン  ■	売上高　1,000億円
重点施策 ■	伸びる市場（車載市場）の攻略
	 	 	 ■	第二の柱（産業機器向け）の確立
	 	 	 ■	生産力とコスト力の強化

中期経営計画（2020年3月期目標）
	 ■	売上高　500億円
	 ■	営業利益率　20.0%（100億円）

● 18.3期配当を
 45円から50円に上方修正
● 19.3期は60円予想
● 中期経営計画では
 配当性向30%を目指しています

株主還元について

▲

I/Fコネクタ
機器間の信号の接続を行うコネクタのことで、I/O（インプット／
アウトプット）コネクタとも呼ばれます。カーナビ、PCなどさまざ
まな機器の側面に装着され、機器への電源供給、音声・映像
信号データなどの入出力を行います。

▲

ピンヘッダー
線材をカット加工した“ピン（電導体）”をハウジング（樹脂材でで
きた絶縁体）で支えたプラグ（オス側）コネクタの基本形であり、
さまざまな分野・機器の内部接続（基板間接続）に使用されてい
ます。

長期ビジョン「売上高1,000億円」を達成するには、自動
車産業における電動化及び自動運転、5Gの到来による通
信市場の変化、Society5.0・Industry4.0等の動きに代表
されるモノづくりの変化をとらえ、チャンスとしていく必要が
あります。当社グループは、マーケティングの強化、顧客課
題の抽出を通じて製品開発を行うとともに、ソリューション
提案型営業を推進し、「伸びる市場（車載市場）の攻略」と「第
二の柱（産業機器向け）の確立」に取り組んでいきます。
伸びる市場（車載市場）の攻略に向けて、電動化、自動化
に伴って搭載が増える電動パワートレイン系、安全系のアプ
リケーション向けの新製品開発に取り組んでいます。電動パ
ワートレイン系では、DCDCコンバーター以外でも受注が拡

売上高、営業利益率ともに、2017年5月公表の中期経
営計画の数値を上回る水準で進捗しています。計画初年度
の2018年3月期の売上高は422億円（計画比22億円増）の
実績、計画2年目となる2019年3月期の売上高は455億円
（計画比12億円増）の見込みであり、2020年3月期の売上
高500億円の目標を射程圏内に捉えています。また、営業
利益率も2018年3月期19.9%（計画18.0%）の実績、
2019年3月期19.6%（計画19.0%）の見込みであり、2020
年3月期の20.0%達成を目指していきます。
中期経営計画の達成に向けて、車載市場では安全系、パ

　当社は、株主のみなさまに対する安定的な利益
還元を経営の重要政策と認識し、業績・経営環境
及び中長期的な財務体質の強化を勘案して配当を

行うことを基本方針としています。内部留保につきましては、
今後予想される経営環境の変化に対応すべく、コスト競争力
を高め、市場ニーズに応える技術開発・生産拠点の拡充を
含めた製造体制の強化を図り、さらには、グローバル戦略
の展開を図るために有効活用することを基本方針としていま
す。
この基本方針に基づき、2018年3月期の1株当たりの配
当金は、45円の予定から50円に上方修正させていただきま
した。2019年3月期は60円の配当を予定しており、中期経
営計画では配当性向30%を目指しています。株主のみなさ
まにおかれましては、引き続き一層のご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。

長期ビジョン達成に向けた
基盤整備についてお聞かせください。Q

A

中期経営計画の進捗について
お聞かせください。Q

A
最後に株主のみなさまへの
メッセージをお聞かせください。Q

A

成長につなげるイリソのトップが語る

コネクタ
豆知識

※2017年9月に1:2の株式分割を行いました。17.3期以前は2分割前の金額を記載しております。
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大しており、今後、高い伸び率を示していく予定です。また、
安全系に関しては、すでにレーダー向け製品がカーエレクト
ロニクス分野における最大規模の売上を占めているほか、
車載カメラ向け製品ではマーケティング・営業・技術・生産
技術の人員増強を図っています。
第二の柱（産業機器向け）の確立に向けては、ロボット組
立適合コネクタの拡販強化、FA関連市場での受注拡大と
いった従来からの取り組みに加え、「通信」「ロボット・AI」向け
プロジェクトの推進、オープンイノベーションによる顧客提
案力の向上などにより、グローバルビッグ顧客の獲得に努
めていきます。
また、売上高1,000億円に向けた生産力強化施策として、
中国・南通工場に加え、2019年にはメキシコ（グアナファト
州レオン市）で新工場建設を開始する予定です。これら2工
場ではIoTを駆使したスマートファクトリー化を推進し、生産
性400%（従来工場比）を実現していきます。
経営基盤整備の取り組みも進めており、監査等委員会設置
会社への移行によるガバナンス強化、ダイバーシティマネジメ
ント・働き方改革の推進による人財育成強化を図っていきます。

ワートレイン分野、インフォテインメント、スイッチ、クラス
ターなどの分野を拡大するとともに、産業機器市場ではFA
関連機器分野の伸長に取り組んでいきます。
※中期経営計画においては、為替レート1USD＝110.00円、1ユーロ＝
120.00円、1元＝15.8円を前提としています。
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南通工場

開催期間	 11月29日～12月2日
場所	 東京ビッグサイト
来場者数	 13万人

トピックス

中国・南通工場

場 所 江蘇州南通（ナントン)市

土地／建屋面積 約36,000㎡／約26,000㎡

販 売 先 中華圏他

状 態 2018年4月開工

特 徴
IoTを駆使した
新生産システムの構築
「スマートファクトリー化」

「2017国際ロボット展」に
		出展しました。

TOPICS グローバルネットワーク

イリソの3つのテクノロジー

接続部の可動により、
基板位置ズレを吸収。
信頼性の高いロボット組立を可能に！！

フローティングテクノロジー

カード挿入時に自動でロック。
確実な嵌合で、	ロボット生産や
検査工程を効率化！！

Auto	I-Lock™️

ワイピング機能で付着した異物を自動除去。
歩留まりを改善し、	生産性を大幅に向上！！

2点接触コネクタ

ロボットに優しいコネクタを広くご提供す
ることでＰＲし、“ロボットを使用する新たな市
場を創出すること”を目的として「ロボット組立
適合コネクタ」コンセプトを立ち上げました。
当社ブースでは、「ロボット組立適合コネ

クタ」を構成する３つのテクノロジーの製品
群（フローティング、Auto	I-Lock™、２点
接触、等各種コネクタ）の展示、ならびに
これらコネクタを使用した実機組立のデモ
ンストレーションを実施致しました。

ロボットによる自動組立を
実現させるコネクタ技術。

南通工場
（南通意力速電子工業有限公司）	
総経理
額田	匡彦

南通工場開業式

（中国）
	のご紹介

海工場に続いて、中国2番目の工場となる南通工場が、2018
年1月に完成しました。また、4月20日には、南通市政府関係

者、中国、日本のお客様など、総勢100人以上に出席頂き、開業式を
開催させて頂きました。
　南通工場は、敷地面積3万6千平方メートル、建物の総面積は延べ
床面積2万6千平方メートルで、イリソグループで最大規模となります。
　環境対応、安全など先進的に発展していく自動車市場、そしてコン
シューマー系、更にはインバータ、サーボ系と
いったインダストリアル系のコネクタなど上海
工場と一体となって更に生産を伸ばしていき	
ます。
　特にこの南通工場は昨今の進歩している技術
であるIoT、ロボティックス、AIといった先進技
術とイリソのこれまでの培った技術・ノウハウを
融合させ、最高の生産性を誇るスマートファクト
リーとし、市場の変化に対応した新しい製品、
新技術の製品を一貫生産する工場と致します。

上

10126
Series

11600
Series

9984
Series
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会 社 名 イリソ電子工業株式会社

英 文 IRISO ELECTRONICS CO.,LTD.

創 立 1966年12月

資 本 金 56億4,005万円

会社概要		（2018年3月31日現在）

株式の状況		（2018年3月31日現在）

2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期
業績データ
売上高 32,838 37,214 38,209 37,547 42,248
　国内売上高 7,059 7,000 6,984 8,022 8,892
　海外売上高 25,779 30,214 31,223 29,525 33,356
　車載分野 26,694 30,556 32,257 31,767 35,832
　コンシューマー分野 5,203 5,470 4,692 4,139 4,172
　インダストリアル分野 939 1,188 1,259 1,641 2,244
営業利益 5,635 6,872 6,568 6,661 8,426
売上高営業利益率	 （%） 17.2 18.5 17.2 17.7 19.9
経常利益 6,233 6,909 6,602 6,750 7,872
親会社株主に帰属する当期純利益 4,399 5,068 4,045 4,875 5,456
1株当たりデータ
1株当たり当期純利益	 （円） 384.37 442.87 353.46 414.32 230.47※
1株当たり純資産	 （円） 2,616.15 3,310.07 3,418.96 3,755.44 2,070.36※
1株当たり配当金	 （円） 40.00 60.00 60.00 80.00 50.00※
財務データ
純資産 29,960 37,997 39,296 44,692 49,283
総資産 37,336 45,684 47,556 52,363 60,083
自己資本比率	 （%） 80.2 82.9 82.3 84.9 81.6
ROE	 （%） 16.1 14.9 10.5 11.7 11.7
ROA	 （%） 17.8 16.6 14.2 13.5 14.0
費用データ
設備投資費 2,478 4,371 5,446 5,431 6,123
減価償却費 2,743 2,920 3,173 3,402 3,721
研究開発費 841 911 976 876 1,249
キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 6,218 7,726 8,598 6,604 9,707
投資活動によるキャッシュ・フロー △	2,469 △	4,287 △	5,370 △	5,406 △	6,727
財務活動によるキャッシュ・フロー △	2,167 △	610 △	744 1,260 △	777
現金及び現金同等物期末残高 7,634 11,089 13,051 15,242 17,352

1

2

連結決算データ （単位:百万円） コーポレートデータ

1 売上高 主力である車載市場において、特にADAS（先進運転支援システム）の搭載の加速を背景にカーエレクトロニクス分野を
中心に販売が好調に推移しました。

一時費用、
その他

為替相場が円高になったことによる為替差損の発生並びに、南通意力速電子工業有限公司（南通工場）の開業費用及び
上海意力速電子工業有限公司（上海工場）の分工場である新橋工場の機能移転による一時的な費用が発生しました。

2 純資産 親会社株主に帰属する当期純利益による増加54億５千６百万円、剰余金の配当による減少７億１千万円等により前連結
会計年度末に比べ、45億９千１百万円増加し492億８千３百万円となりました。

当社Webサイトでは最新のニュースリリース、
IR情報がご覧いただけます。 http://www.iriso.co.jp/ir-info/

イリソ　IR情報 検索

個人・その他
22.36%

金融機関
30.75% 外国法人等

32.06%

■その他の法人 10.07%
■自己名義株式 3.7%
■金融商品取引業者 1.06%

発 行 可 能 株 式 総 数 70,000,000株

発 行 済 株 式 の 総 数 24,583,698株

株 主 数 4,470名

所有者別株式分布状況

株主名 持株数（千株）持株比率（%）
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 2,635 11.13

有限会社エス・エフ・シー 2,379 10.05
佐藤 定雄 2,011 8.50
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社 （信託口） 1,793 7.58

THE CHASE MANHATTAN 
BANK 385036 575 2.43

THE BANK OF NEW YORK 133612 454 1.92
日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口9） 420 1.78

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口5） 320 1.36

HSBC-FUND SERVICES CLIENTS 
A/C 500 HKMPF 10PCT POOL 319 1.35

THE BANK OF NEW YORK 133524 318 1.35

大株主（上位10名）

（注）	1.		当社は自己株式909,970株を保有していますが、上記大株主からは
除いております。

	 2.	持株比率は自己株式（909,970株）を控除して計算しております。

※2017年9月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。

歩の前進につなげるイリソの実績データ

従 業 員 単体390名 連結3,367名

拠 点 数 国内6拠点 海外16拠点

開発生産拠点数 国内2拠点 海外4拠点

9 10



事 業 年 度 毎年4月1日より翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月
基 準 日 定時株主総会・期末配当　毎年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。）
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

電　話	 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

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部

神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目13番地8　TEL.	045-478-3111　FAX.	045-478-3539

株主のみなさま、いつも株主通信をご愛読いただき誠に
ありがとうございます。年2回の発行と限られておりますが、
イリソの今をお伝えできればと思い作成しております。
2018年3月期はみなさまのご支援のお陰で過去最高売

上・最高益を更新することができました。特に車載のエレク
トロニクス分野の売上がイリソの中で1番大きくなったこと
は、当社が従来から狙いを定めて取り組んできたことの成
果としてお示しできたと考えております。
変化の激しい時代ですが、変化の中にチャンスを見つけ

るべく今後とも先を見据えて取り組んで参ります。引き続き
ご支援のほどよろしくお願いいたします。

編　集　後　記

当社WEBサイト
のご案内
当社WEBサイトでは
最新のニュースリリース、
IR情報がご覧いただけます。

http://www.iriso.co.jp/
※これまでの事業報告書もIRページよりご覧いただけます。

2018年
7月 8月 9月 10月 11月 12月

2019年3月期
第2四半期決算発表予定

中間株主通信
発行予定

2019年3月期
第1四半期決算発表予定

株主メモ

2018年IRスケジュール

株主さまの各種お手続き（住所変更、配当金の振込指定、単元未
満株式の買取・買増請求など）の窓口については、ご所有の株式
が記録されている口座によって異なりますので、ご留意ください。
▪	証券会社に口座を開設されている株主さま
	 お取り引き口座のある証券会社にお問い合わせください。
▪「特別口座」に記載されている株主さま
	 当社の口座管理機関（兼	株主名簿管理人）である三菱UFJ信
託銀行株式会社証券代行部（左記）にお問い合わせください。

株式事務に関するお問い合わせ先

株主さまとつながる インフォメーション


