
証券コード6908

CONNECT
2018年4月1日▶2018年9月30日
第53期 中間株主通信

イリソ電子工業と株主さまをつなぐ
コミュニケーションマガジンコネクト

010_0054401603012.indd   2 2018/11/22   9:56:58



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。

第2四半期の売上高は過去最高を更新。
自動車の進化や、通信・FA産業の変化を追い風に
今後も持続的成長を図っていきます。

売上高は217億円と過去最高を更新（前年同期
比5.2％増）、営業利益は4月開業の中国・南通
工場の関連費用について予定通り今期より営業

費用に計上したことなどから36億円と減益（同6.5％減）に
なりました。増収の要因は、自動車のADAS（先進運転支
援システム）や電動化を背景に、主力としている車載市場
のカーエレクトロニクス分野が大きく伸長したことにありま
す。これがアメリカでの自動車販売の低迷や、欧州での
WLTP（国際調和排出ガス・燃費試験法）導入による自動
車販売台数減少や、中国でのスマートフォン向け設備投
資減少といった減収要因をカバーする結果となりました。

市場別に見ますと、車載市場ではADASや電動化の
進展により、カメラ・レーダーなど安全系アプリケーショ
ン向けが前年に比べ約25%増加、三次元可動BtoBコネ
クタ“Z-Move®”をはじめとするパワートレイン系向けが

代表取締役社長  由木 幾夫取締役会長  佐藤 定雄

の牽引によりカーエレクトロニクス分野を中心に伸長する
見通しです。営業利益については、売上を積み上げると
ともに、さらなる原価低減、経費の厳選を実施すること
で、期初計画の達成を図ります。原価低減については部
品の内製化や合理化設備導入の前倒しによる労務費削
減、また経費の厳選については不要不急の経費支出の抑
制を図ります。

期初計画の通り、売上高455億円（前期比
7.7％増）、営業利益89億円（同5.6％増）の増収
増益を見込んでいます。なお、米中間の関税問

題に関して、現時点では当社業績への大きな影響はござ
いません。

下期の売上については、安全系及びパワートレイン系

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。

来期の2020年3月期は中期経営計画の最終年度となり
ますが、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。

当第2四半期の業績について
お聞かせください。Q

A

2019年3月期通期の見通しに
ついてお聞かせください。Q

A

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

前年に比べ約60%増加と好調で、カーエレクトロニクス
分野の売上高は最高を更新しました。インダストリアル
市場では、中国でのスマートフォン向けの設備投資減少
によるFA機器の需要鈍化があったものの増収を確保しま
した。

地域別に見ますと、アメリカでは減収であったものの、
中華・韓国圏、欧州では増収となりました。アメリカでは
乗用車を中心とする新車販売の低迷によりAVN（オー
ディオビジュアルナビゲーション）分野が減少しました。中
華・韓国圏ではパワートレイン系向けを含むカーエレクト
ロニクス分野を中心に増収、欧州ではカーエレクトロニク
ス分野の安全系向けを中心に増収となりました。なお、
当第2四半期の海外売上比率は79.5%となっています。
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イリソの3つの
ソリューション

実現する
イリソのコネクタ

機器メーカー（顧客）への
価値創造例

E・Sへの
価値創造例

● エネルギー
 効率の向上
● 資源の
 有効活用
● 労働力不足
 対応
● 信頼性向上

イリソが
取り組む領域

●自動運転
●ADAS
●電動化
●ロボット化
●FA機器

「自動運転・ADAS、
電動化、ロボット化、
FA機器」の各領域

に対して、3つのソ
リューションを提供し
て貢献していきます

今回は当社の事業戦略の一つに掲げる
「ESGへの積極的な取り組み」について
ご説明いたします。

分類 課題 対応策 必要な技術・機器

E
環境

●	人口増加
●	化石燃料利用
●	CO2増加

●	温暖化
●	大気汚染

●	低炭素社会の実現 ●	電動化、ロボット化
●	電動化、水素利用
	（FCV）

●	モーター駆動
●	バッテリー

●	化石燃料枯渇
●	水素
●	再生可能エネルギー

●	水素製造
●	太陽光パネル

S
社会

●	少子高齢化
●	医療・介護

●	遠隔医療ロボット
●	補助ロボット

●	ロボット
●	VR

●	先進国
	 労働力不足

●	省人化～ロボット化
●	自動化

●	FA機器
●	ロボット

●	都市部へ
	 人口集中

●	地方過疎化
●	医療機関減少
●	食料不足

●	遠隔医療
●	自動運転
●	ロボット（農業）

●	自動運転
●	FA機器
●	ロボット（農業）

●	車による死亡事故
●	衝突防止
●	自動運転

●	ADAS
●	自動運転

ＥＳ課題対応領域でのイリソの事業創出 イリソのコネクタが提供できるソリューション・価値創造例

ES課題対応のための事業領域 環境・社会的課題と必要となる技術・機器

● 可動BtoBコネクタ
● Auto I-Lock
● 2点接点コネクタ

●	自動化による
	 生産性向上

● 可動BtoBコネクタ
● FPCコネクタ
● インターフェイスコネクタ

●	機器の小型化、軽量化
●	部品点数、組立工数削減
によるTCO削減

● 可動BtoBコネクタ
● Z-Move®

● Auto I-Lock
● 2点接点コネクタ

●	半田クラック対策
●	共振対策
●	作業ミス対策
●	異物対策

1 ロボットによる
自動組立対応

2 ワイヤーレス、溶接レス、
半田付レスによる
組立安定性向上

3 接触信頼性向上

イリソの
ESGへの
取り組み

◦環境マネジメント
ISO14001取得とREACH規制、
RoHS指令の遵守による工場の運
営から製品に至るまで大気・水
質・土壌リスクマネジメント、化学
物質リスクマネジメントの実施

Environment 環 境

◦ゴミ分別活動の推進
横浜市から3R活動の「優良事業所」
として10年間認定

Society 社 会

◦社会貢献
理工系大学生及びスポーツに励む大学生に
対する奨学金給付活動を行う財団への支援

◦ダイバーシティー向上
女性役員、女性管理職の登用

◦ワークライフバランス
生産性30%向上活動による残業時間削減、
時差出勤制度の導入

◦安全衛生
「安全は全てに優先する」をスローガンに重点
的に活動

Governance ガバナンス

◦監査等委員会設置会社への移行
◦指名委員会、報酬委員会の設置
◦社外取締役増員（2名→3名）
◦内部監査体制強化

イリソのビジョン
顧客価値を創造する100年企業

イリソの経営理念
－未来に続く架け橋として－

人の心を尊重し　豊かな価値を創り　社会貢献に努める
特 集

事業拡大 長期目標 ： 
売上高1,000億円に向けた施策の実行
● 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
ESGへの積極的な取り組み 

イリソの事業戦略

ESGリスクへの対応1

ＥＳ課題対応領域での事業機会の創出2

 ESGリスクへの対応1
ＥＳ課題対応領域での事業機会の創出2

3 4

010_0054401603012.indd   3-4 2018/11/29   15:45:37



個人・その他
20.50%

金融機関
33.61%

外国法人等
31.00%

その他の法人 10.13%
自己名義株式 3.70%
金融商品取引業者 1.05%

連結決算データ （単位：百万円）

2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2018年9月期
業績データ
売上高 37,214 38,209 37,547 42,248 21,765
　国内売上高 7,000 6,984 8,022 8,892 4,468
　海外売上高 30,214 31,223 29,525 33,356 17,296
　車載分野 30,556 32,257 31,767 35,832 18,482
　コンシューマー分野 5,470 4,692 4,139 4,172 2,145
　インダストリアル分野 1,188 1,259 1,641 2,244 1,137
営業利益 6,872 6,568 6,661 8,426 3,674
売上高営業利益率 （％） 18.5 17.2 17.7 19.9 16.9
経常利益 6,909 6,602 6,750 7,872 4,035
親会社株主に帰属する当期（四半期）純利益 5,068 4,045 4,875 5,456 2,966
1株当たりデータ
1株当たり当期（四半期）純利益 （円） 442.87 353.46 414.32 230.47※ 125.48
1株当たり純資産 （円） 3,310.07 3,418.96 3,755.44 2,070.36※ 2,152.21
1株当たり配当金 （円） 60.00 60.00 80.00 50.00※ 0.00
財務データ
純資産 37,997 39,296 44,692 49,283 51,001
総資産 45,684 47,556 52,363 60,083 60,494
自己資本比率 （％） 82.9 82.3 84.9 81.6 83.8
費用データ
設備投資費 4,371 5,446 5,431 6,123 3,196
減価償却費 2,920 3,173 3,402 3,721 1,943
研究開発費 911 976 876 1,249 643
キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,726 8,598 6,604 9,707 2,503
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 4,287 △ 5,370 △ 5,406 △ 6,727 △ 3,235
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 610 △ 744 1,260 △ 777 △ 1,901
現金及び現金同等物期末（四半期末）残高 11,089 13,051 15,242 17,352 14,913

1

2

3

1 	売上高 3 	市場別
車載市場のカーエレクトロニクス分野がADAS・電動化の進展を背
景に伸長し、過去最高売上を更新しました。

車載市場ではADASの進展により安全系（カメラ・レーダー）向けが約
25%増加しました。三次元可動BtoBコネクタ“Z-Move®”を含む電動車
のパワートレイン系向けが約60%増加しました。また、インダストリアル
市場では、第2四半期からのFA機器の需要減があったものの増収を確
保しました。

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

従 業 員 単体414名 連結3,577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

会社概要  （2018年9月30日現在）

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 3,048名

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） 2,623 11.08

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） 1,999 8.45

ＴＨＥ ＣＨＡＳＥ ＭＡＮＨＡＴＴＡＮ
ＢＡＮＫ ３８５０３６ 718 3.03

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口９） 639 2.70

第一生命保険株式会社 409 1.73
資産管理サービス信託銀行
株式会社（証券投資信託口） 357 1.51

ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ
１３３５２４ 342 1.45

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口５） 342 1.45

株式の状況  （2018年9月30日現在）

役員  
取締役会長 佐 藤 定 雄
代表取締役社長 由 木 幾 夫
取締役常務執行役員 千 葉 俊 幸
取締役常務執行役員 原 　 　 　 充
取締役常務執行役員 武 田 佳 司
取締役常務執行役員 鈴 木 　 仁
取締役常務執行役員 宮 内 敏 彦
取締役・監査等委員 大 江 憲 一
取締役・監査等委員（社外） 江 幡 　 誠
取締役・監査等委員（社外） 藤 田 浩 司
取締役・監査等委員（社外） 山 本 嶋 子

所有者別株式分布状況

大株主（上位10名）

コーポレートデータ

（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。

歩の前進につなげる イリソの実績データ

※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。

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。 https://www.iriso.co.jp/ir-info/

イリソ　IR情報 検索

2 	営業利益
4月開業の南通工場関連費用が発生したこともあり、対前年同期
比減益となりました。また、期初計画に対しては、売上が当初見込
みを下回ったことにより南通工場での生産が減少し下振れしました。
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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

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。

https://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。

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

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。
先日2018年の流行語大賞が発表されました。イリソのコネクタが多く搭載され

ている自動車業界では、「CASE」という言葉が使われるようになっていま
す。この「CASE」とは、Connected（つながるクルマ）、Autonomous（自
動運転車）、Shared（配車サービスなど）、Electric（電気自動車）の4つ
の新しいトレンドを指します。現在、お客様と商談中の2～3年後に発
売される自動車の案件もこれらの技術関連のものが多くなってきてお
り、確実に動き出していることを感じています。100年に一度とも言
われているCASEによる変化。個人的にも自動車がどうなっていくか
楽しみですが、イリソとしてもしっかりと変化についていきたいと考
えています。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

2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月

2019年3月期
通期決算発表予定

定時株主総会開催
株主通信発行予定

2019年3月期
第3四半期決算発表予定

2019年IRスケジュール

株主メモ

株主さまとつながる インフォメーション
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