
今回のキャンペーンは、創業80年で実績豊富な
株式会社明成商会の太陽光発電システム、
“ソラキューブ”でのご提供となります。

4.1kWシステムの一例

❶太陽電池モジュール（NE125×125-72-M SI 205W） 20枚
❷IDEC製4.2kWパワーコンディショナ（PJ1A-A421） 1台
❸IDEC製モニタリングシステム（PJ1H-A1） 1台

❹IDEC製4回路接続箱（PJ1H-H104） 1台
❺スレート用架台 1式
❻その他副資材・基本工事費

（スレート傾斜屋根1面での設置の場合）

40万円引の とさせて
いただきます。※1,220,000円

株主優待の
ご案内

（税込参考価格）
（税込参考価格）

セット価格（❶～❻）
1,620,000円のところ

計画達成に向けて着実に
事業を推進してまいります。

当第1四半期の売上高は、制御用操作スイッチや安全関

連製品など主力製品が伸長したことに加え、新規事業

として取り組んでいる自動認識機器事業や太陽光発電

関連事業の売上が増加した結果、104億9千2百万円

（前年同期比13.2％増）となりました。営業利益は、主と

して増収効果により6億8千1百万円（前年同期比

28.6％増）となりました。

代表取締役会長兼社長

―第1四半期の概況についてお聞かせください。

―今後の展開についてお聞かせください。

2016年3月期は、売上高440億円、営業利益35億円と

前期比で増収増益を目指しております。第1四半期は堅

調なスタートを切ることができましたので、通期計画の

達成に向けて、全社一丸となって取り組んでまいります。

株主の皆さまにおかれましては、より一層のご支援とご

協力を賜りますよう、心よりお願い申しあげます。
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太陽光発電システムの導入を
お考えの株主さまに、お得な

優待キャンペーンを実施いたします。
2016年3月31日までにお申し込みいただいた株主さま
および、株主さまからご紹介いただいたご親族の皆さま
に、IDEC製パワーコンディショナを中心とした太陽光発電
システムを特別価格にてご提供させていただきます。この
機会に、ぜひご検討ください。

導入のメリット

■光熱費を節約できます。
■発電した電気を売れます。
■停電時にも電気が使えます。
■長期保証が付いています。

太陽光発電でエコ生活を
始めませんか？ 

モニタリング
システム

パワー
コンディショナ

株主さま優待キャンペーン

IDECでは、住宅用をはじめ低圧産業用やメガソーラーまで、幅広い太陽光発電のフルサポートパックを取り扱っています。
眠っている土地を新たな収益源にし、節税や地域活性化などに繋げることができます。

低圧産業用▶
太陽光発電所　

※株主さまのお宅の状況によって価格は変動いたします。

■低圧産業用太陽光発電のお見積もりも承ります

お問い合わせ先
IDECシステムズ＆コントロールズ株式会社 株主優待受付担当

頂戴いたしました個人情報は本キャンペーン以外では使用いたしません。
なお、本キャンペーンのため太陽光発電システムの販売会社および施工店に対して頂戴しました個人情報を開示する場合がございますので、予めご了承ください。

受付時間／9：00～17：00（土日祝日を除く  弊社営業日）

［TEL］（03）5782-7312 ［MAIL］solar_smart＠idec.co.jp

太陽電池モジュール

出力保証
太陽電池モジュール

製品保証
システム
保証

自然災害
補償
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業績ハイライト

事業の概況

既存事業、新規事業とも堅調に推移し、増収増益を達成しました。

第1四半期業績報告

地域別売上高
（第1四半期）

6,383百万円 16.1％増

9.0％増4,108百万円

株式会社熊平製作所様は、国内最大手の金庫メーカーとして、

明治31年に創業して以来、100年以上の間、世の中に「安心と

安全」を提供されています。家庭で使われる「金庫」から、金融機

関の「金庫室設備」まで、「あらゆる脅威から大切な価値を守り

抜く」ことを使命に、事業を推進されています。

多彩なシーンで機械装置の小形化に貢献！

WB1F形／固定式
1次元CCDスキャナ

ソリューション企画営業部 古野 慎吾

このWB1F形はIDECで初となる自社開発バーコードリーダ製品と
なりますが、開発段階からデモ機をお貸しして読み取り評価試験
を行っていただくなど、タイムリーなご提案ができました。熊平製作
所様とは長年お取引をさせていただいており、今後もお客さまの製
品・サービスの価値を上げるご提案をしてまいりたいと思います。

営業担当者の声

長年の信頼関係と製品力で
タイムリーなご提案ができました。

営業

全自動貸金庫の
搬送装置にご採用

熊平製作所様が提供される全自動貸金庫は、利用者の操作に基づき、

金庫室に収納されているボックスが自動搬送されます。この搬送装置に

はバーコードリーダが組み込まれており、ボックスにつけられている

バーコードを自動で読み取り、間違いがないか照合します。

バーコードは経年劣化や汚れなどで読み取り性能が低下することがあ

ります。しかし、今回ご採用いただいたWB1F形は、読み取りデータ解析

機能を内蔵しているため、不具合が生じた場合でも装置に取り付けた

まま原因を究明でき、対応時間の大幅な短縮が可能となりました。

熊 製

お客さまの
ご紹介

2015年6月17日、第68期定時株主総会を本社にて開
催いたしました。今年は、過去最高となる337名の株主
さまにご出席いただき、第1会場、第2会場ともほぼ満
席となるなど、活気のある株主総会となりました。
株主の皆さまにおかれましては、議決権の行使にご協
力いただきまして、誠にありがとうございました。

質疑応答の一部をご紹介

環境関連事業を中心とする新規事業の利
益水準はまだもの足りない状況ですが、事
業としての基礎固めが進み、今後数量を確
保していけばコスト削減が可能です。早期
に2桁の営業利益率を確保できるように
努め、ROEも10％を目標にしていきたいと
考えています。

ROEの目標値や向上策について
教えてほしい。

第68期定時株主総会では、過去最高となる
337名の株主さまにご出席いただきました。

■■第1四半期　 ■■通期 単位：百万円製品別売上高（第1四半期）

■制御機器製品

■制御装置およびFAシステム製品

■制御用周辺機器製品

■防爆・防災関連機器製品

■その他の製品

前年同期比 17.6％増
非常停止用押ボタンスイッチな
ど、主力の制御用操作スイッチや
安全関連製品の売上が伸長。

HMI（人と機械がふれあう環境）の
核となる盤面機「制御用操作スイッ
チ」、現場の安全システムを実現する
「安全関連製品」など。

「プログラマブル表示器」「プログラマ
ブルコントローラ」「自動認識機器」
など。

前年同期比 8.4％増
端子台やスイッチング電源が堅
調に推移。 

機械・装置など制御部分のベーシッ
クな機器「スイッチング電源」「端子
台」「コントロールボックス」など。

前年同期比 0.9％減
防爆用LED照明が伸長したも
のの、全体としてはほぼ横ばい
で推移。 

爆発性のガスが存在する現場での事
故を未然に防ぐ「本質安全防爆機
器」「耐圧防爆機器」など。

前年同期比 9.1％増
太陽光発電関連ビジネスなど環境
関連製品の販売が伸長。

「太陽光発電用電力マネジメントシス
テム」「産業用太陽光発電システム」
の提供、その他「微細気泡発生装置」
「施設用LED照明」など。

前期より本格的に事業を開始した
自動認識機器製品が寄与。

前年同期比 6.9％増

こんなところに

実はくらしの身近なところにある
IDEC製品。さまざまなシーンで活躍
している、その一例をご紹介します。
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広い視野角を読み取り可能で、
装置の組み込みに最適

●小形：他社相当機種との体積比60％減
●新開発光学系：近距離読み取り＆広視野角

WB1F形の
特長

※親会社株主に帰属する四半期純利益

※
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太陽光発電システムの導入を
お考えの株主さまに、お得な

優待キャンペーンを実施いたします。
2016年3月31日までにお申し込みいただいた株主さま
および、株主さまからご紹介いただいたご親族の皆さま
に、IDEC製パワーコンディショナを中心とした太陽光発電
システムを特別価格にてご提供させていただきます。この
機会に、ぜひご検討ください。

導入のメリット

■光熱費を節約できます。
■発電した電気を売れます。
■停電時にも電気が使えます。
■長期保証が付いています。

太陽光発電でエコ生活を
始めませんか？ 

モニタリング
システム

パワー
コンディショナ

株主さま優待キャンペーン

IDECでは、住宅用をはじめ低圧産業用やメガソーラーまで、幅広い太陽光発電のフルサポートパックを取り扱っています。
眠っている土地を新たな収益源にし、節税や地域活性化などに繋げることができます。

低圧産業用▶
太陽光発電所　

※株主さまのお宅の状況によって価格は変動いたします。

■低圧産業用太陽光発電のお見積もりも承ります

お問い合わせ先
IDECシステムズ＆コントロールズ株式会社 株主優待受付担当

頂戴いたしました個人情報は本キャンペーン以外では使用いたしません。
なお、本キャンペーンのため太陽光発電システムの販売会社および施工店に対して頂戴しました個人情報を開示する場合がございますので、予めご了承ください。

受付時間／9：00～17：00（土日祝日を除く  弊社営業日）

［TEL］（03）5782-7312 ［MAIL］solar_smart＠idec.co.jp

太陽電池モジュール

出力保証
太陽電池モジュール

製品保証
システム
保証

自然災害
補償


