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1-1. 市場環境推移
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〇新設住宅着工戸数は、974,137戸。
・前期比 5.8％増、貸家住宅（11.4％増）の着工が牽引

〇非居住用建築物着工床面積は、45,299千㎡。
・前期比 2.7％増、事務所（10.3％増）、倉庫（7.3％増）の着工が牽引
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市場動向

		

				新設住宅着工戸数 シンセツジュウタクチャクコウコスウ				民間非居住建築物着工床面積 ミンカンヒキョジュウケンチクブツチャクコウユカメンセキ

		10月		19.8				29.4

		11月 ガツ		0.0				-22.4
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		6月		-32.4				-35.3

		7月		-32.1				-40.7

		8月		-38.3				-46.4

		9月		-37.0				-41.3

		新設住宅着工戸数推移 シンセツジュウタクチャクコウコスウスイイ						非居住建築物着工床面積 ヒキョジュウケンチクブツチャクコウユカメンセキ
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業界出荷推移 (工業会)
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市場動向

		

				新設住宅着工戸数 シンセツジュウタクチャクコウコスウ				民間非居住建築物着工床面積 ミンカンヒキョジュウケンチクブツチャクコウユカメンセキ

		10月		19.8				29.4

		11月 ガツ		0.0				-22.4

		12月		-5.8				-17.7

		1月		-18.7				-3.5

		2月		-24.9				3.3

		3月		-20.7				-29.2
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		7月		-32.1				-40.7

		8月		-38.3				-46.4
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		新設住宅着工戸数推移 シンセツジュウタクチャクコウコスウスイイ						非居住建築物着工床面積 ヒキョジュウケンチクブツチャクコウユカメンセキ

		2005年度 ネンド		1,249,366

		2006年度 ネンド		1,285,246

		2007年度 ネンド		1,035,598

		2008年度 ネンド		1,039,180

		2009年度 ネンド		775,277				2009年度 ネンド		775,020

		2010年度 ネンド		819,020				2010年度 ネンド		819,020

								2011年度 ネンド		841,246

								2012年度 ネンド		893,002
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業界出荷推移(経産省)
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業界出荷推移 (工業会)
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2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期

売上高 30,178 36,437 35,768 38,204 37,951
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売上高
（百万円）

利益
（百万円）

〇売上高：37,951百万円 前年同期比0.7％減
〇営業利益：4,837百万円 前年同期比4.7％増で2期連続過去最高を更新
〇親会社株主に帰属する当期純利益：3,485百万円 前年同期比13.1％増で2期連続過去最高を更新

1-2. 連結業績推移
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住宅向け

		

				74		73

		シャンデリア		250824.989		486157.049

		ペンダント		981849.85		1235847.95

		ブラケット		1169738.441		1273075.576

		シーリングライト		2738979.977		4016120.123

		S形ダウンライト カタチ		873240.576		1217842.865

		シャンデリア		372656.873		70302.444

		ペンダント		522954.428		98779.439

		ブラケット		621012.397		100216.343

		シーリングライト		3923412.916		753499.842

		S形ダウンライト カタチ		2046505.74		1219076.598

				2011年度 ネンド		2012年度 ネンド

		従来光源 ジュウライコウゲン		8229043.563		6014633.833

		LED		2241874.666		7486542.354

				2011年度 ネンド		2012年度 ネンド

		従来光源 ジュウライコウゲン		8,229		6,015

		LED		2,242		7,487

		構成比 コウセイヒ

				2011年度 ネンド		2012年度 ネンド

		従来光源 ジュウライコウゲン		78.6%		44.5%

		LED		21.4%		55.5%
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店舗・施設向け
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その他グラフ

		

				74		73

		スポットライト		535086.566		616917.467

		ベースライト		1270042.282		1399991.602

		M形ダウンライト カタチ		530214.447		630682.56

		スポットライト		517567.139		268003.784

		ベースライト		1073958.947		509709.861

		M形ダウンライト カタチ		1189956.937		811714.56

				2011年度 ネンド		2012年度 ネンド

		従来光源 ジュウライコウゲン		2647591.629		2335343.295

		LED		1589428.205		2781483.023

				2011年度 ネンド		2012年度 ネンド

		従来光源 ジュウライコウゲン		2,648		2,335

		LED		1,589		2,781

		構成比 コウセイヒ

				2011年度 ネンド		2012年度 ネンド

		従来光源 ジュウライコウゲン		62.5%		45.6%

		LED		37.5%		54.4%
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Sheet2 (2)

				2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012

				1,174		1,193		1,249		1,285		1,036		1,039		775		819		841		893

				2012年度版 ネンドバン		2013年度版 ネンドバン

		LED		2,300		4,446

		LED以外 イガイ		4,070		2,684
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2012年度版



		



2013年度版



		

						2013年3月期 ネンガツキ		2014年3月期 ネンガツキ		2015年3月期 ネンガツキ		2016年3月期 ネンガツキ		2017年3月期 ネンガツキ

				売上高 ウリアゲタカ		30,178		36,437		35,768		38,204		37,951

				営業利益 エイギョウリエキ		2,525		4,558		4,288		4,618		4,837

				親会社株主に帰属
する当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		1,532		2,770		2,683		3,081		3,485
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						2013年3月期 ネンガツキ		2014年3月期 ネンガツキ		2015年3月期 ネンガツキ		2016年3月期 ネンガツキ		2017年3月期 ネンガツキ

				売上高 ウリアゲタカ		30,178		36,437		35,768		38,204		37,951

				営業利益 エイギョウリエキ		2,525		4,558		4,288		4,618		4,837

				当期純利益 トウキジュンリエキ		1,532		2,770		2,683		3,081		3,485
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上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期 上半期 下半期 通期

売上高 17,998 19,953 37,951 17,520 20,684 38,204 477 △ 731 △ 253

売上高前期比 102.7% 96.5% 99.3% 106.6% 107.0% 106.8% △0.7%

売上原価 11,481 12,732 24,213 11,315 13,561 24,877 165 △ 829 △ 664

売上総利益 6,517 7,220 13,738 6,204 7,122 13,327 312 98 410

売上総利益率 36.2% 36.2% 36.2% 35.4% 34.4% 34.9% 1.3%

営業利益 2,117 2,719 4,837 1,957 2,660 4,618 159 58 218

経常利益 2,201 2,697 4,899 2,031 2,732 4,764 170 △ 34 135

親会社株主に帰属する

当期純利益 1,484 2,000 3,485 1,332 1,748 3,081 151 252 404

2017年3月期（当期） 2016年3月期（前期） 対前年同期増減
（単位：百万円）
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1-3. 事業成績

〇売上高：上半期好調なるも下半期に非住宅部門が伸び悩み前期実績を
わずかに下回る

〇売上総利益率：主に為替の影響とコストダウンにより上昇


Sheet1

				２０１５年３月期(当期）						２０１４年３月期(前期）						対前年同期増減

				上半期		下半期		通期		上半期		下半期		通期		上半期		下半期		通期

		売上高		16,435		19,332		35,768		15,926		20,510		36,437		508		△ 1,177		△ 669

		前期比		103.20%		94.30%		98.20%		117.80%		123.10%		120.70%						△1.8%

		売上原価		10,309		12,426		22,736		10,106		13,151		23,257		203		△ 724		△ 520

		売上総利益		6,125		6,905		13,031		5,820		7,359		13,179		305		△ 453		△ 148

		売上総利益率		37.30%		35.70%		36.40%		36.50%		35.90%		36.20%

		営業利益		1,854		2,433		4,288		1,662		2,896		4,558		192		△ 462		△ 270

		経常利益		1,888		2,444		4,333		1,706		2,926		4,633		182		△ 482		△ 299

		当期純利益		1,196		1,487		2,683		1,034		1,736		2,770		161		△ 248		△ 86

		（単位：百万円） タンイヒャクマンエン		2017年3月期（当期）　　　　 ネンガツキトウキ						2016年3月期（前期）　　　　 ネンガツキゼンキ						対前年同期増減 タイゼンネンドウキゾウゲン

				上半期 カミハンキ		下半期 シモハンキ		通期 ツウキ		上半期 カミハンキ		下半期 シモハンキ		通期 ツウキ		上半期 カミハンキ		下半期 シモハンキ		通期 ツウキ

		売上高 ウリアゲダカ		17,998		19,953		37,951		17,520		20,684		38,204		477		△ 731		△ 253

		売上高前期比 ウリアゲダカ		102.7%		96.5%		99.3%		106.6%		107.0%		106.8%						△0.7%

		売上原価		11,481		12,732		24,213		11,315		13,561		24,877		165		△ 829		△ 664

		売上総利益		6,517		7,220		13,738		6,204		7,122		13,327		312		98		410

		売上総利益率		36.2%		36.2%		36.2%		35.4%		34.4%		34.9%						1.3%

		営業利益		2,117		2,719		4,837		1,957		2,660		4,618		159		58		218

		経常利益		2,201		2,697		4,899		2,031		2,732		4,764		170		△ 34		135

		親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキ		1,484		2,000		3,485		1,332		1,748		3,081		151		252		404
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コストダウン
（為替変動等による）

リベート・棚卸資産
評価損減少

（単位：百万円）

4,837

売上原価率
65.1%→63.8%

対前期比 218百万円増益

2016年3月期
営業利益

-90

+90

減収に伴う
利益減

+4104,618
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1-4. 営業利益増減分析

2017年3月期
営業利益

販管費増加

-192



（単位：百万円）
2017年
3月期

2016年
3月期

前期比
増減 主な増減

流　動　資　産 26,881 25,190 1,691

固　定　資　産 10,357 10,030 326

   有形固定資産 6,391 6,302 88

   無形固定資産 1,168 1,150 18

   投資その他の資産 2,797 2,577 219

資　産　合　計 37,238 35,220 2,017

流　動　負　債 7,313 7,964 △ 651

固　定　負　債 2,237 2,198 39

負　債　合　計 9,551 10,163 △ 612

純 資 産 合 計 27,687 25,057 2,630

負債純資産　合計 37,238 35,220 2,017

（資産）
・現預金増加：2,512
・受取手形及び売掛金減少：168
・棚卸資産減少：646

（負債）
・仕入債務減少：623

（純資産）
・親会社株主に帰属する当期純利益増加：3,485

・剰余金の配当による減少：843

1-5. 資産・負債の増減
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業績推移 BS (4)

		

		（単位：百万円） タンイヒャクマンエン		2007年
3月期 ガツキ		2006年
3月期		前期比
増減 ゼンキヒゾウゲン				(参考)
1997年
3月期 サンコウガツキ		(参考)
10期前との比較 サンコウキマエヒカク

		流　動　資　産 リュウドウシサン		14,653		13,754		899				18,715		-4,062

		有形固定資産 ユウケイコテイシサン		7,876		8,236		-359				11,413		-3,536

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		1,342		1,416		-73				1,452		-109

		投資その他の資産 トウシタシサン		1,682		2,026		-343				3,552		-1,870

		資　産　合　計 シサンゴウケイ		25,554		25,432		122				35,133		-9,578

		流　動　負　債		5,417		4,598		819				12,376		-6,959

		固　定　負　債 カタムサダムフサイ		2,206		2,405		-199				3,177		-970

		負　債　合　計 フサイゴウケイ		7,624		7,003		620				15,638		-8,014

		純 資 産 合 計 ジュンシサンゴウケイ		17,930		18,429		-498				19,495		-1,564





業績推移 BS (5)

		

		（単位：百万円） タンイヒャクマンエン		2017年
3月期　　　　 ネンガツキ		2016年
3月期　　　　 ネンガツキ		前期比
増減 ゼンキヒゾウゲン						主な増減 オモゾウゲン

		流　動　資　産 リュウドウシサン		26,881		25,190		1,691						（資産）
・現預金増加：2,512
・受取手形及び売掛金減少：168
・棚卸資産減少：646 シサンゲンヨキンゾウカウケトリテガタオヨウリカケキンゲンショウタナオロシシサンゲンショウ

		固　定　資　産 カタムサダムシサン		10,357		10,030		326

		有形固定資産 ユウケイコテイシサン		6,391		6,302		88

		無形固定資産 ムケイコテイシサン		1,168		1,150		18

		投資その他の資産 トウシタシサン		2,797		2,577		219

		資　産　合　計 シサンゴウケイ		37,238		35,220		2,017

		流　動　負　債		7,313		7,964		△ 651						（負債）
・仕入債務減少：623 フサイシイレサイムゲンショウ

		固　定　負　債 カタムサダムフサイ		2,237		2,198		39

		負　債　合　計 フサイゴウケイ		9,551		10,163		△ 612

		純 資 産 合 計 ジュンシサンゴウケイ		27,687		25,057		2,630						（純資産）
・親会社株主に帰属する当期純利益増加：3,485
・剰余金の配当による減少：843 ジュンシサンオヤガイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキゾウカジョウヨキンハイトウゲンショウ

		負債純資産　合計 フサイジュンシサンゴウケイ		37,238		35,220		2,017
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（単位：百万円）
2017年
3月期

2016年
3月期

前期比
増減

当期の主な内訳

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,237 2,874 1,363

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,870 △ 1,398 △ 472

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 854 △ 677 △ 177

現金及び現金同等物の増減額 1,512 799 712

現金及び現金同等物の期首残高 8,774 7,975 799

現金及び現金同等物の期末残高 10,286 8,774 1,512

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

・税金等調整前当期純利益：4,888

・減価償却費：734

・棚卸資産減少：646

・仕入債務減少：623

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

・定期預金預入による支出：1,000

・有形固定資産取得による支出：803

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

・配当金支払額：843

1-6. キャッシュ・フロー
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Sheet1

		新設住宅着工戸数 シンセツジュウタクチャクコウコスウ																				非居住用建築物着工床面積（民間建築主） ヒキョジュウヨウケンチクブツチャクコウユカメンセキミンカンケンチクヌシ

				2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド																2004年度 ネンド		2005年度 ネンド		2006年度 ネンド

		持家 モイエ		367		353		356														事務所 ジムショ		7,212		6,893		7,064

		貸家 カイエ		467		518		538														店舗 テンポ		11,362		12,466		11,280

		分譲住宅 ブンジョウジュウタク		349		370		383														工場 コウジョウ		13,230		14,135		15,375

		給与住宅 キュウヨジュウタク		9		9		9														倉庫 ソウコ		7,731		8,991		9,789

																						学校・病院その他 ガッコウビョウインタ		23,573		23,010		22,412

																								63,108		65,495		65,920
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持家

持家

貸家

分譲住宅

給与住宅



営業利益分析グラフ

		2006.3月期
営業利益 ガツキエイギョウリエキ		増販益 ゾウハンエキ		工場経費
削減 コウジョウケイヒサクゲン		コストダウン		コストアップ		為替変動 カワセヘンドウ		販管費増加 ハンカンヒゾウカ		販売条件悪化 ハンバイジョウケンアッカ		2007.3月期
営業利益 ガツキエイギョウリエキ

		510		266		220		170		120		25		131		174		716



貸  家

分譲住宅

給与住宅

1,193

1,249

1,285

持  家

持家

持家

貸家

分譲住宅

給与住宅

63,108

65,495

65,920

事務所

店　舗

工　場

倉　庫

学校・
病院
その他

千㎡

千戸



営業利益分析グラフ

		



2006.3月期
営業利益

増販益

工場経費
削減

コストダウン

コストアップ

為替変動

販管費増加

販売条件悪化

2007.3月期
営業利益



キャッシュフロー

		



2006.3月期
営業利益

増販益

工場経費
削減

コストダウン

コストアップ

為替変動

販管費増加

販売条件悪化

2007.3月期
営業利益



業績推移

		

		（単位：百万円） タンイヒャクマンエン		2017年
3月期　　　 ガツキ		2016年
3月期　　　 ガツキ		前期比
増減 ゼンキヒゾウゲン				当期の主な内訳 トウキオモウチワケ

		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウカツドウ		4,237		2,874		1,363				（営業活動によるキャッシュ・フロー）
・税金等調整前当期純利益：4,888
・減価償却費：734
・棚卸資産減少：646
・仕入債務減少：623 エイギョウカツドウゼイキントウチョウセイマエトウキジュンリエキゲンカショウキャクヒゲンショウゲンショウ

		投資活動によるキャッシュ・フロー トウシカツドウ		△ 1,870		△ 1,398		△ 472

		財務活動によるキャッシュ・フロー ザイムカツドウ		△ 854		△ 677		△ 177

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツゾウゲンガクガク		1,512		799		712				（投資活動によるキャッシュ・フロー）
・定期預金預入による支出：1,000
・有形固定資産取得による支出：803

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
・配当金支払額：843 トウシカツドウアズケイレシシュツザイムハイトウキンシハライガク

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツキシュザンダカ		8,774		7,975		799

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキンオヨゲンキンドウトウブツキマツザンダカ		10,286		8,774		1,512





業績予想

		

		（単位：百万円） タンイヒャクマンエン		2007年
3月期 ガツキ		2006年
3月期		前期比
増減率 ゼンキヒゾウゲンリツ

		売　　上　　高 バイジョウコウ		24,199		23,494		3.0%

		売　上　原　価 バイジョウハラアタイ		15,046		14,679		2.5%

		売上原価率 ウリアゲゲンカリツ		62.18%		62.48%

		売 上 総 利 益 バイジョウフサリエキ		9,152		8,815		3.8%

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒオヨイッパンカンリヒ		8,436		8,305		1.6%

		営　業　利　益 エイギョウリエキ		715		509		40.4%

		営 業 外 損 益 エイギョウガイソンエキ		118		23		398.7%

		経　常　利　益 キョウツネリエキ		834		533		56.4%

		特　別　損　益 トクベツソンエキ		-2		-528

		税金等調整前当期純利益 ゼイキンナドチョウセイマエトウキジュンリエキ		832		5

		法　人　税　等 ホウジンゼイトウ		263		56		365.6%

		法人税等調整額 ホウジンゼイトウチョウセイガク		163		47		247.5%

		当 期 純 利 益 トウキジュンリエキ		405		-97





Sheet2

		

		（単位：百万円） タンイヒャクマンエン		2007年度
予　　想 ヨソウ		2006年度
実　　績 ジツツムギ		前期比
増減率 ゼンキヒゾウゲンリツ

		売　　上　　高 バイジョウコウ		24,800		24,199		2.4%

		営　業　利　益 エイギョウリエキ		820		715		14.5%

		経　常　利　益 キョウツネリエキ		860		834		3.0%

		税金等調整前当期純利益 ゼイキンナドチョウセイマエトウキジュンリエキ		1,150		832		38.2%

		当　期　純　利　益 トウキジュンリエキ		460		405		13.4%

		1株当たり当期純利益 カブアトウキジュンリエキ		67.08円 エン		59.15円 エン

		Ｒ　Ｏ　Ｅ		2.6%		2.2%

		設　備　投　資　額 セツソナエトウシガク		270		351

		減　価　償　却　費 ゲンアタイショウキャクヒ		640		589

		研　究　開　発　費 ケンキワムカイハツヒ		650		631
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2-1. 販売金額・構成比推移

2-2. 当期における取り組みと実績（住宅向け）

2-3. 当期における取り組みと実績（非住宅向け）

2. 品目別販売実績
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2-1. 販売金額・構成比推移
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38,204

蛍光灯照明器具 白熱灯照明器具 高圧放電灯照明器具・その他LED照明器具

37,951
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		2009年度 ネンド		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド		2012年度 ネンド		2010年
3月期 ネンガツキ		2011年
3月期 ネンガツキ		2012年
3月期 ネンガツキ		2013年
3月期 ネンガツキ		2014年
3月期 ネンガツキ		2015年
3月期 ネンガツキ		2016年
3月期 ネンガツキ		2017年
3月期 ネンガツキ

		2,996		2,786		2,474		2,890		13.8%		12.0%		9.8%		9.6%		9.0%		6.9%		4.6%		3.2%

		5,084		4,354		3,621		2,891		23.4%		18.7%		14.4%		9.6%		5.7%		3.4%		1.7%		0.8%

		12,603		13,657		12,947		9,359		57.9%		58.8%		51.5%		31.0%		13.9%		7.5%		3.8%		1.9%

		1,070		2,431		6,086		15,037		4.9%		10.5%		24.2%		49.8%		71.5%		82.2%		89.8%		94.2%

		2,996		2,786		2,474

		1,070		2,431		6,086

		5,084		4,354		3,621
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		2010年
3月期 ネンガツキ		2011年
3月期 ネンガツキ		2012年
3月期 ネンガツキ		2013年
3月期 ネンガツキ		2014年
3月期 ネンガツキ		2015年
3月期 ネンガツキ		2016年
3月期 ネンガツキ		2017年
3月期 ネンガツキ		2010年度 ネンド		2011年度 ネンド

		2,996		2,786		2,474		2,890		3,262		2,454		1,774		1,200

		5,084		4,354		3,621		2,891		2,067		1,221		657		305

		12,603		13,657		12,947		9,359		5,055		2,695		1,464		713

		1,070		2,431		6,086		15,037		26,052		29,396		34,308		35,733

		2,996		2,786		2,474

		1,070		2,431		6,086

		5,084		4,354		3,621
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照明コントロールシステム CONNECTED LIGHTING for Home発売

無線でつながれた家中の照明器具を、どこからでもコントロールできる照明システムを開発し
下半期以降、順次展開を開始した。

近くの器具を通じて遠くの器具まで信号を
受け渡しする「つながるあかり」システムと
なっており、タブレットやスマホ、別売の専
用リモコンでコントロールが可能となって
いる。タブレットでは家の「あかりの見える
化」を実現、各部屋のあかりの消費電力、
電気料金もわかる。

当期においては、シーリングライトやダウン
ライトの販売が中心となった。

2-2. 当期における取り組みと実績（住宅向け）

赤・緑・青(RGB)のLEDを組み合わせることにより、フルカラー
調光・調色を可能にしたLC-FREE RGBもラインナップし、「普
段のあかり」においては、太陽の複雑な色に近い細かな調光・
調色ができるほか、「特別なあかり」として多彩な光の色を表
現。コントローラーを使って感覚的に、空間全体をドラマチック
に彩ることが可能となり、ショールームや展示会でのPRを進め
た。
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1.商空間向けLED照明器具ＯＳ（オーエス）カタログ2巻発刊

店舗向けLED照明器具カタログOS(オーエス)について、「OS05」を2016年4月に発刊した
以降も、店舗向け製品の開発をさらに進め、2016年12月には「OS05.5」カタログを発刊。掲
載品種は約3,400点まで増加し、明るさのほか、配光角度や色温度などが異なる豊富な品
揃えを用意し、飲食や物販店舗の案件獲得、受注に向けた営業活動を進めた。

2.各種用途向け新製品を発売

2-3. 当期における取り組みと実績（非住宅向け）

・新型防犯灯
当期に発売した新型防犯灯は、（公社）日本防犯設備協会において優良防犯機器
（RBSS)に認定され、LED防犯灯の販売は前期比19％増加した。

・非常用照明器具
国土交通省大臣認定を取得し前期より販売を開始したLED非常用照明器具について、自己点検機能を装備す
るモデルチェンジを実施。LED非常用照明器具の販売は前期比140％増加した。

・角型高天井用器具
工場や倉庫等で使用する、高天井用器具に角型タイプを投入。ラインナップを増やして施設物件への提案を進めた結果、高天井用器具の販
売は前期比32％増加した。
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3. 2018年3月期業績予想及び中期経営計画

13

3-1. 2018年3月期業績予想

3-2. 中期経営計画 数値目標

3-3. 中期経営計画 重点施策



2017年3月期
実　績

2018年3月期
予　想

売上高（百万円） 37,951 40,000

営業利益（百万円） 4,837 5,000

経常利益（百万円） 4,899 5,100

親会社株主に帰属する

当期純利益（百万円）
3,485 3,500

1株当たり
当期純利益（円）

578.61 580.99

年間配当金（円） 140.00 150.00

配当性向 24.2% 25.8%

3-1. 2018年3月期業績予想

2018年3月期業績予想の考え方

2016年度において前年度比5.8％増となった新設住宅着工戸
数について、2017年度では着工戸数全体としては減少となるも
のの、戸建住宅は増加を予想。

LED照明器具の単価下落は2018年3月期においても2～3％程
度の幅で続く恐れはあるが、制御機能を付加した製品や、ハイ
パワータイプ製品の積極的な営業活動により平均単価の維持
に取り組む。

店舗や商業施設等の非住宅分野で2ケタ成長を果たすことで、
売上高は前期比5.4％増の40,000百万円を計画。

国内の自社工場を主体とする生産体制を維持し、売上原価率
低減に向けたコストダウンを引き続き推進。

販売費及び一般管理費の伸びを抑え、営業利益5,000百万円、
親会社株主に帰属する当期純利益3,500百万円と最高益の更
新を目指す。

増益予想をもとに、株主配当金については、中間配当60円（前
期60円）、期末配当90円（前期80円）、年間配当金は150円と前
期比10円の増配とする計画。
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Sheet1

		

				2017年3月期
実　績 ネンガツキジツツムギ		2018年3月期
予　想 ネンガツキヨソウ

		売上高（百万円） ウリアゲダカヒャクマンエン		37,951		40,000

		営業利益（百万円） エイギョウリエキヒャクマンエン		4,837		5,000

		経常利益（百万円） ケイジョウリエキヒャクマンエン		4,899		5,100

		親会社株主に帰属する
当期純利益（百万円） オヤカイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキヒャクマンエン		3,485		3,500

		1株当たり
当期純利益（円） カブアトウキジュンリエキエン		578.61		580.99

		年間配当金（円） ネンカンハイトウキンエン		140.00		150.00

		配当性向 ハイトウセイコウ		24.2%		25.8%
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売上高（百万円） 40,000 42,000 44,000

営業利益（百万円） 5,000 5,500 6,000

親会社株主に帰属する

当期純利益（百万円）
3,500 3,850 4,200

売上高営業利益率 12.5% 13.1% 13.6%

売上高
(百万円)

利 益
(百万円)

売上高

営業
利益

当期
純利益

3-2. 中期経営計画 数値目標
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中期経営計画期間中の当社グループを取り巻く環境

◆消費税率8→10％に引き上げ：駆け込み需要と反動減が発生

◆東京オリンピック・パラリンピック開催：再開発計画、施設整備等の投資が発生

◆水銀ランプ製造・輸出入禁止（水俣条約：2021年以降）：LED照明への切り替え加速

◆建築物省エネ法 規制措置施行：省エネ化が加速


Graph5
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Sheet1

		

				2015年3月期
実　績 ネンガツキジツツムギ		2016年3月期
予　想 ネンガツキヨソウ						2018年
3月期 ネンガツキ		2019年
3月期 ネンガツキ		2020年
3月期 ネンガツキ

		売上高（百万円） ウリアゲダカヒャクマンエン		35,768		37,000				売上高（百万円） ウリアゲダカヒャクマンエン		40,000		42,000		44,000

		営業利益（百万円） エイギョウリエキヒャクマンエン		4,288		4,700				営業利益（百万円） エイギョウリエキヒャクマンエン		5,000		5,500		6,000

		経常利益（百万円） ケイジョウリエキヒャクマンエン		4,333		4,750				当期純利益（百万円） トウキジュンリエキヒャクマンエン		3,500		3,850		4,200

		当期純利益（百万円） トウキジュンリエキヒャクマンエン		2,683		2,850

		1株当たり
当期純利益（円） カブアトウキジュンリエキエン		445.53		473.13

		年間配当金（円） ネンカンハイトウキンエン		100.00		120.00

		配当性向 ハイトウセイコウ		22.4%		25.4%
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売上高（百万円）

営業利益（百万円）

当期純利益（百万円）
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Sheet1

		

				2015年3月期
実　績 ネンガツキジツツムギ		2016年3月期
予　想 ネンガツキヨソウ						2018年
3月期 ネンガツキ		2019年
3月期 ネンガツキ		2020年
3月期 ネンガツキ

		売上高（百万円） ウリアゲダカヒャクマンエン		35,768		37,000				売上高（百万円） ウリアゲダカヒャクマンエン		40,000		42,000		44,000

		営業利益（百万円） エイギョウリエキヒャクマンエン		4,288		4,700				営業利益（百万円） エイギョウリエキヒャクマンエン		5,000		5,500		6,000

		経常利益（百万円） ケイジョウリエキヒャクマンエン		4,333		4,750				親会社株主に帰属する
当期純利益（百万円） オヤカイシャカブヌシキゾクトウキジュンリエキヒャクマンエン		3,500		3,850		4,200

		当期純利益（百万円） トウキジュンリエキヒャクマンエン		2,683		2,850				売上高営業利益率 ウリアゲダカエイギョウリエキリツ		12.5%		13.1%		13.6%

		1株当たり
当期純利益（円） カブアトウキジュンリエキエン		445.53		473.13

		年間配当金（円） ネンカンハイトウキンエン		100.00		120.00

		配当性向 ハイトウセイコウ		22.4%		25.4%
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3-3. 中期経営計画 重点施策
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(1)照明コントロール機能の充実による高付加価値化推進

2016年度において照明コントロールシステムCONNECTED LIGHTINGを発表し、
タブレット等のコントローラーから離れた空間のあかりも自由に設定・変更でき
る機能に加え、あかり電力の見える化も実現。
引き続き住宅、店舗、オフィスなどさまざまな用途に向けた「つながるあかり」
対応品を開発し、付加価値アップを図る。

(2)住宅照明分野：ストック市場のLED化提案

2017年3月期において当社グループの照明器具出荷の94％がLEDとなる
までに普及が進んだものの、国内の既設照明器具におけるLED化率は、
未だ3割程度と予測。
「エネルギー革新戦略」（経済産業省）に掲げられた「2030年度にLED等の
高効率照明をストックで100％にする」（国内の既設照明器具を全てLED等
の高効率照明に）との戦略に沿ってLED化を進める動き、2017年４月から
建築物省エネ法で規制措置が施行されたことに伴う省エネ化加速の動き
もあり、住宅照明分野の売上を維持・拡大すべく、既存光源からLEDへの
リニューアル提案に注力する。



3-3. 中期経営計画 重点施策
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(3)店舗照明分野：ラインナップ拡充

飲食、物販、サービスなど、その形態によって求められる光の演出はさまざまであり、
要求される光の実現に応えるべく、配光角度、色温度、器具光束などが異なる製品
の、さらなるラインナップ拡充を進める。
光学性能の追及はもちろんのこと、デザイン性にもこだわり、機能とデザインの両立
を図る。

(4)施設照明分野：ハイパワー照明の提案による単価アップ

ＬＥＤのハイパワー化実現によって、高天井器具や投光器といった施設向け照明器
具の開発を強化する。水銀に関する水俣条約では、2020年12月31日以降、一般照
明用の高圧水銀ランプの製造・輸出入が禁止され、水銀ランプからＬＥＤへの取替
え需要が見込まれることから、こうした需要を取り込むべく、製品開発と提案営業を
強化する。



3-3. 中期経営計画 重点施策
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(5)施設照明分野：案件獲得と高品質な照明計画

2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う施設整備の
ほか、首都圏を中心に活気づく大型再開発への照明提案等、
各地の事業所にて案件のプラン獲得をさらに積極化するととも
に、質の高い照明計画で受注確率の向上に取り組む。

(6)海外への展開加速

ASEANを中心とし、中東地域にも展開を広げ、現地代理店を通
じて店舗や商業施設物件などに向け、営業を進めているものの
海外売上比率は全体の1％未満となっている。
ＬＥＤ化が加速する海外市場に向け、高品質ＬＥＤ照明器具の提
案を積極化する。



・ プロフィール

・ 株主状況

4. 資料
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社名 オーデリック株式会社 （ ODELIC CO., LTD. ）

代表者 代表取締役社長 伊藤雅人

本店 東京都杉並区宮前1-17-5 03-3332-1111 （代表）

設立 1951年6月

上場 1996年11月 （東京都証券取引所 JASDAQ市場）

資本金 31億550万円

連結対象子会社 山形オーデリック（株） （生産、物流管理業務）

（株）日本ライティング （販売）

オーデリック貿易（株） （輸入、販売）

アルモテクノス（株） （開発、生産）

プロフィール
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発行可能株式総数 28,941,000 株 （2017年3月31日現在）
発行済株式の総数 6,100,000 株
株主数 4,188 名
１単元株式数 100 株
大株主

株主名 持株数 (千株） 出資比率(％）

㈲アマセクリエート 625 10.25
オーティアイ㈱ 430 7.05
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ 240 3.95
オーデリック従業員持株会 230 3.78
㈱みずほ銀行 175 2.88
伊藤惠美子 165 2.72
オーデリック取引先持株会 164 2.69
伊藤雅人 150 2.47
㈱三井住友銀行 150 2.46
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 100 1.64
※当期末現在の当社所有の自己株式数は75,835株、構成比率1.24％

　所有者別分布状況

　31名　162千株
（2.66％） 外国人 88名　893千株

（14.65％）
事業法人・その他法人

 121名 1,541千株
（25.27％）

金融機関   15名 833千株
（13.66％）

個人・その他
3,933名　2,669千株

（43.76％）

金融商品取引業者
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株主状況


株主

						発行可能株式総数 ハッコウカノウカブシキソウスウ						28,941,000		株 カブ				（2017年3月31日現在） ネンツキニチゲンザイ

						発行済株式の総数 ハッコウズミカブシキソウスウ						6,100,000		株 カブ

						株主数 カブヌシスウ						4,188		名 メイ

						１単元株式数 タンゲンカブシキスウ						100		株 カブ

						大株主 オオカブヌシ

										株主名 カブヌシメイ				持株数 モチカブスウ		(千株） センカブ				出資比率(％） シュッシヒリツ

								㈲アマセクリエート								625				10.25

								オーティアイ㈱								430				7.05

								日本トラスティ・サービス信託銀行㈱ ニホンシンタクギンコウ								240				3.95

								オーデリック従業員持株会 ジュウギョウイン								230				3.78

								㈱みずほ銀行 ギンコウ								175				2.88

								伊藤惠美子 イトウメグミミコ								165				2.72

								オーデリック取引先持株会 トリヒキサキ								164				2.69

								伊藤雅人								150				2.47

								㈱三井住友銀行								150				2.46

								㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 ミツビシトウキョウギンコウ								100				1.64

								※当期末現在の当社所有の自己株式数は75,835株、構成比率1.24％ トウキマツゲンザイトウシャショユウジコカブシキスウカブコウセイヒリツ

		　所有者別分布状況 ショユウシャベツブンプジョウキョウ

		金融商品取引業者 キンユウショウヒントリヒキギョウシャ				　31名　162千株 メイセンカブ

								（2.66％）														外国人 ガイコクジン		88名　893千株 メイセンカブ

																								（14.65％）

				事業法人・その他法人 ジギョウホウジンソノタホウジン

						121名 1,541千株 メイセンカブ

								（25.27％）

				金融機関 キンユウキカン		15名 833千株 メイセンカブ

								（13.66％）

																						個人・その他 コジンソノタ

																								3,933名　2,669千株 メイセンカブ

																										（43.76％）

																		証券会社 ショウケンガイシャ		2.66%

																		外国人 ガイクニジン		14.65%

																		個人 コジン		43.76%

																		金融機関 キンユウキカン		13.66%

																		事業法人 ジギョウホウジン		25.27%

																				100.00%





株主

		







オーデリック株式会社

経営企画ゼネラルマネージャー 田中 豊

Tel 03-3332-1107

Fax 03-3332-1105

当資料の取り扱い上の注意
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本資料に関するお問い合わせ先

当資料に記された当社の現在の計画、予想、戦略等は将来の業績に対する見通しであります。 こ
れらは、現在において入手可能な情報を基にオーデリックの経営者が判断し、作成されたものです。
新たな情報、将来の事象、その他の判断に基づき、将来の見通しを見直すことがあります。


	オーデリック株式会社�第78期 （2017年3月期） 決算説明資料
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23

