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株主の皆様へ
Top	Message
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株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御

礼申し上げます。ここに2020年3月期における当社グ

ループの業績概況をご報告いたします。

代表取締役社長 社長執行役員 羽山 明

ごあいさつ

　当社グループは、当期を初年度とする第七次中期経

営計画「RISO	Vision	22」において、「インクジェット事

業を拡大すると同時に、グループ全体の効率改善をすす

め、利益体質を強化する」を中期的なマネジメント目標

として掲げ、事業を推進しています。

　当期の業績は、通期にわたり為替の円高影響を受けた

ことに加え、第４四半期は新型コロナウイルス感染症が

世界的に拡大したことにより販売に影響が出ました。売

上高は780億6千6百万円（前期比7.0％減）、営業利益は

25億4千3百万円（同32.6％減）、経常利益は24億4千万

円（同33.3％減）となりました。また、投資有価証券評価

損を特別損失に計上したこと、繰延税金資産を取り崩し

たことなどから親会社株主に帰属する当期純利益は6億

8千3百万円（同75.3％減）となりました。

　当期の活動を振り返りますと、昨年8月にはプロダク

ションプリンター（PP）市場向けの高速インクジェット

プリンターの新ブランド｢VALEZUS（バレザス）｣を発

表し、高速カット紙プリンター『VALEZUS	T2100』を北

米、欧州で発売しました。今後、PP市場における帳票な

どの多枚数プリント用途に向けた販売に力を入れてま

いります。また、新たな領域へ向けた製品開発の環境を

整えるため、茨城県つくば市で研究開発棟の建設を開

始しました。竣工は、本年6月です。

　当社は株主の皆様への利益配分について、「企業体

質を強化しつつ業績に裏付けられた成果の配分を行う

こと」を基本方針のひとつとしております。2020年3月

期末の配当は、上記の当期業績に鑑み、当初予想の60

円を下回る1株あたり15円とさせていただきました。株

主の皆様のご期待に応えられず、申し訳ございません。

自己株式については、当期中に合計109万9千1百株を

19億9千9百万円で取得しました。

　業績見通しについては、不確定要因が多くあります

が、第１四半期・第２四半期は新型コロナウイルス感染

2020年3月期の業績概況

2021年3月期の業績見通しについて
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第七次中期経営計画

RISO Vision 22
（2019年4月1日～2022年3月31日）

１. インクジェット事業・孔版事業の強化と堅守
	 およびVALEZUS事業の展開
２.	 営業本部の体質転換	
	 および海外事業の不採算部門の改善

［2021年３月期経営方針］

連結売上高： 860億円
連結営業利益： 41億円

（前提とする為替レート：1米ドル110 円、1ユーロ125 円）

［数値ターゲット］

アクションプラン

マネジメント目標

インクジェット事業を拡大すると同時に、
グループ全体の効率改善をすすめ、

利益体質を強化する

営業本部は「多枚数顧客への販売強化」と
「本部体質の転換」を実行し収益を改善する

海外事業は「成長セグメントを伸ばす」ことと
「不採算部門の改善」により収益を増加する

顧客志向に基づく開発を推進し、
新規事業の創出に挑戦する

これからの製造のありかたを追求し、
調達体制・製造体制の転換を進める

経営体制と管理手法を刷新し、
経営企画機能の向上をはかる
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ウイルス感染拡大にともなう
世界の大混乱に対処しつつ、以下を実行する

理想科学は、ペーパーコミュニケーション分野で「世界
に類のないものを創る」を開発ポリシーに独自の製品・
サービスを提供する開発型企業です。

当社連結売上高の約98％※を占める印刷機器事業で
は、高速カラープリンター「オルフィス」によるインク
ジェット事業と、デジタル印刷機「リソグラフ」による
孔版事業を行っています。主力製品である「オルフィス」

「リソグラフ」は、世界190以上の国や地域でご活用い
ただいています。

※2020 年 3 月期

症により当社グループの事業活動が大きく影響を受け

るものの、第３四半期からは徐々に回復に向かうと仮定

しました。連結業績予想は、売上高は628億円（前期比

19.6％減）、営業損失は34億円（前期は25億4千3百万

円の営業利益）です。このような業績予想に鑑み、2021

年3月期末の配当予想は、無配といたしました。

　このような状況下ではありますが、今後も、多枚数プ

リント用途のお客様への販売を強化しインクジェット

事業を拡大することと並行してグループ全体の効率改

善を進めてまいります。

　株主の皆様には今後とも一層のご理解とご支援を賜

りますようお願い申し上げます。



連結業績ハイライト
Consolidated	Financial	Highlights	 （注）記載金額は、表示金額未満を切り捨てて表示しております。
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よみとき新聞ワークシート初代リソグラフ
『FX7200（製版機）』と
『AP7200（印刷機）』

※	出典：一般社団法人	ビジネス機械・情報システム産
業協会	（JBMIA）デジタル印刷機部会ホームページ

輪転機

RISOトピックス
Topics
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手が汚れる印刷が
当たり前の時代 リソグラフの誕生

190以上の
国や地域で活躍

リソグラフ誕生前の教育現場で
の印刷は、孔版印刷方式の謄写
版印刷機（ガリ版）や輪転機が
主流でした。先生方は、教材を
印刷する度に手が汚れるため、
とても苦労していました。

手を汚さず、高速かつ低コストで印刷できる革
新性が話題となり、教育現場に数多く導入さ
れました。リソグラフにより先生方は印刷にか
ける負担が軽くなり、授業の準備や子どもたち
との触れあいにより多くの時間を使えるよう
になりました。

現在、リソグラフは世界190以上の国や地域
において教育現場に寄り添った製品・サービ
スで子どもたちの学びを支えています。日本で
は、新学習指導要領に対応した新聞教材「よみ
とき新聞ワークシート」の小中学校の先生方へ
の無料配信サービスを展開しています。

デジタル印刷機 『リソグラフ』
誕生から40年

『リソグラフSF939G』

リソグラフの誕生前 リソグラフの現在1980年

「リソグラフ発売
40周年記念サイト」は

 こちらから！

1980年の発売から今年で40年を迎える『リソグラフ』。
現在、世界190以上の国や地域の
教育機関、官公庁、企業などで広く活用いただいています。
今回は、その誕生以来、高い生産性と誰でも簡単に使える操作性で
教育現場の先生方を支えてきた『リソグラフ』の歴史を振り返ります。



理想開発センター

宇部事業所

筑波事業所
霞ヶ浦事業所

●本社

MA営業部
公共営業部
プリントクリエイト事業部

関東営業部

四国営業部

中国営業部

RISO
コンタクトセンター

関西営業部

中部営業部

北海道営業部

東北営業部

首都圏第一営業部
首都圏第二営業部

首都圏第三営業部

九州営業部

■製造部門
■開発部門 

●営業部門

●本社
●RISO, INC.

●RISO LATIN AMERICA

●RISO do Brasil

●理想 （上海）
RISO KOREA●

●RISO HONG KONGRISO INDIA●

●RISO AFRICA

RISO IBERICA●
●RISO FRANCE
● ●RISO EURASIA KAZAKHSTAN 
●

RISO 
(Deutschland)●RISO EURASIA

●RISO TURKEY

RISO (U.K.) ●
London Office ●

●海外子会社

RISO de Mexico●
●理想工業 （香港） ●●

RISO INDUSTRY (THAILAND)

RISOGRAPH ITALIA

RISO (Thailand)
理想工業 （深圳）

RISO (SG)

●

理想（中国）
●

●

RISOネットワーク（2020年6月26日現在）

Our	Network
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26の海外子会社を中心に、オルフィス、リソグラフなどの

販売や技術サポートを行っています。

当社の販売網は、13営業部44支店を中心に全国規模で

展開しております。また、茨城県に開発拠点、茨城県・

山口県に製造拠点を設けております。

より多くの皆様に理想科学工業の魅力を伝えるため、様々なコミュニケーションメディアを通して情報発信をしています。

理想科学工業が歩んできた歴史や最新ニュースなどいち早く情報を更新していますので、ぜひともご覧ください。

コミュニケーションメディアのご紹介 Communication	Media

国内 海外

ソーシャルメディア
公式アカウント

かんたん会社案内　 会社紹介映像

公式アカウント一覧はこちら
https://www.riso.co.jp/sm/

https://www.riso.co.jp/uta/	

広報誌「理想の詩」
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株式の状況（2020年3月31日現在）

Stock	Information
会社概要
Company	Overview

発行可能株式総数	 135,680,000株	（前期末比	増減なし)

発行済株式の総数	 47,406,332株	（前期末比	増減なし)

株主数		 2,752名		（前期末比	6名	増加）

代表取締役	 羽山	明
取締役	 池嶋	昭一
取締役	 成宮	慶臣
取締役	 大島	健嗣
取締役	 谷田部	俊明*
取締役	 鳥飼	重和*
常勤監査役	 田澤	康男
常勤監査役	 胡田	英哉
監査役	 飯塚	良成*
監査役	 八田	進二*

当期中に取得した自己株式は下記のとおりです。
	 取得した株式数	 1,099,100株
	 取得価格	 1,999百万円

社長執行役員	 羽山	明
執行役員	 池嶋	昭一
執行役員	 成宮	慶臣
執行役員	 大島	健嗣
執行役員	 川津	俊彦
執行役員	 鈴木	聡
執行役員	 中島	宏昌
執行役員	 加野	敏明
執行役員	 西田	幸弘
執行役員	 三馬	秀利
執行役員	 冨山	文弥
執行役員	 西山	武彦

取締役、監査役および執行役員
取締役、監査役 執行役員

自己株式の取得について

（注）	*印は会社法第2条第15号および第16号に定める
	 社外取締役および社外監査役です。

（2020年6月26日現在）

大株主一覧（上位5人） 持株数
（千株）

持株比率
（%）

有限会社理想社 4,941		 14.23
公益財団法人理想教育財団 2,661	 7.66
あかつき興産株式会社 1,959	 5.64
みずほ信託銀行株式会社退職給付信託
きらぼし銀行口再信託受託者資産管理
サービス信託銀行株式会社

1,567	 4.51

理想科学工業従業員持株会 1,336	 3.85

株式数比率

（注）	1.		自己株式12,699,181株を保有しておりますが、上記大株主からは除外して
おります。

	 2.	持株比率は自己株式12,699,181株を控除して計算しております。

個人
26.70％

金融機関
14.84％

その他の国内法人
26.33％

自己株式
26.79％

外国法人	5.13％証券会社	0.21％
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商号 理想科学工業株式会社　　

本社 〒108-8385	東京都港区芝五丁目34番7号

創業 1946年9月2日

会社設立 1955年1月25日

資本金 14,114,985,384円

従業員数 1,746名（グループ全体	3,549名）（2020年3月31日現在）

子会社 28社（国内2社／海外26社）

株主インフォメーション

住所変更、単元未満株式の
買取・買増等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に口座がないため当社が開設
した特別口座にご所有の株式が記録された株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友
信託銀行株式会社にお申出ください。　
■	電話	0120-782-031（フリーダイヤル）

未払配当金の支払いについて 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。



事業年度	 毎年4月1日から
	 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　3月31日
	 中間配当を行う場合　9月30日

株主名簿管理人	 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
	 三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先	 〒168-0063
		 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
	 三井住友信託銀行株式会社	証券代行部
	 電話	0120-782-031（フリーダイヤル）
	 取次業務は三井住友信託銀行株式会社
	 の全国各支店で行っております。

公告掲載URL	 https://www.riso.co.jp/
	 ただし、事故その他やむを得ない事由に
	 よって電子公告による公告ができない
	 場合は、日本経済新聞に掲載します。

理想科学株主様窓口	 理想科学工業株式会社　総務部
	 〒108-8385　
	 東京都港区芝五丁目34番7号
	 田町センタービル
	 電話	03-5441-6611

株主メモ

将来に関する記載等についてのご注意
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資
料の発行日現在において入手可能な情報に基づき作成したもので
あり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能
性があります。

本社／〒108-8385東京都港区芝五丁目34番7号 田町センタービル
ホームページアドレス  https://www.riso.co.jp/

理想科学は、サッカー Jリーグの
鹿島アントラーズを応援しています。

本株主通信は、環境にやさしいFSC®認証紙と、
植物性インキを使用しております。

（電話照会先）

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、
アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、

アンケートへのご協力をお願いいたします。

※本アンケートは、株式会社 a2media（エー・ツー・メディア）の提供する
　「e-株主リサーチ」サービスにより実施いたします。
　（株式会社 a2mediaについての詳細 https://www.a2media.co.jp）
※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事前の承諾なし
　にこれ以外の目的に使用することはありません。 （1809）

アンケートのお問い合わせ   「e-株主リサーチ事務局」
MAIL：info@e-kabunushi.com

アンケート実施期間は、本書がお手元に到着してから約2ヶ月間です。

下記URLにアクセスいただき、
アクセスコード入力後に表示される

アンケートサイトにてご回答ください。
所要時間は5分程度です。

ご回答いただいた方の中から抽選で
薄謝（図書カード500円）を進呈させていただきます

https://www.e-kabunushi.com
アクセスコード 6413

株主の皆様の声をお聞かせください

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。（タイトル、本文は無記入）
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

いいかぶ 検索

頂戴しました貴重なご意見は、
今後の誌面作成やIR活動に活かしてまいります。


