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第108回定時株主総会決議ご通知
報告事項 第108期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決議事項 第１号議案　�当社と株式会社IHIとの株式交換契約承認の件�

本件は、原案通り承認可決され、2021年8月１日を以って、当社株式１株につきIHI株式
0.42株が交付され、当社はIHIの完全子会社となることとなりました。

第２号議案　�剰余金の処分の件�
本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は１株につき７円となりました。

第３号議案　�取締役６名選任の件�
本件は、原案通り、池山正隆、橘田英夫、齋藤隆、谷本和夫、中川精二の５氏が再選され、
それぞれ重任し、新たに黒木康徳氏が選任され、就任いたしました。

第４号議案　�監査役２名選任の件�
本件は、原案通り、坂巻伸幸氏が再選され、重任し、新たに荒井和浩氏が選任され、就任い
たしました。

� 以上

本社 群馬県伊勢崎市長沼町2223番地
電話�（0270）32－1111（代表）

● 会社の概要

商 号 明星電気株式会社

本 社 群馬県伊勢崎市長沼町2223番地

設 立 1938年2月20日

資 本 金 2,996百万円

従業員数（単独） 345名（2021年３月31日現在）

本 社 〒372-8585
群馬県伊勢崎市長沼町2223番地
電話�（0270）32－1111（代表）

東 京 事 業 所 〒135-8115
東京都江東区豊洲三丁目1番1号
（豊洲IHIビル10階）
電話�（03）6204-8250（代表)

支 店 北海道支店（札幌)、東北支店（仙台)、
関東支店（東京）、関西支店（大阪)、
中四国支店（広島)、九州支店（福岡)

営 業 所 中部営業所（名古屋)

出 張 所 沖縄出張所（西原)

事 務 所 播磨事務所（たつの）

代表取締役社長 池　山　正　隆
常 務 取 締 役 橘　田　英　夫
取 締 役 齋　藤　　　隆
取 締 役 谷　本　和　夫
取 締 役 黒　木　康　徳
社 外 取 締 役 中　川　精　二
常 勤 監 査 役 坂　巻　伸　幸
監 査 役 荒　井　和　浩
社 外 監 査 役 入　澤　武　久
社 外 監 査 役 中　村　明　弘

会社情報

● 事業所

● 役員一覧（2021年6月23日現在）

当社ホームページについてのご案内

検 索検 索明星電気明星電気https://www.meisei.co.jp/

代表取締役社長
兼最高経営責任者（CEO）
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株式交換についてのご案内
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第108期� 株主通信
MEISEIREPORT

　平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当社は昨年度、「2019中期事業計画」の二年目として、「『変える』を実
践し、強靭かつ柔軟で収益力のある体質を実現しよう！」との目標を掲げ、
持続的成長に向けた収益基盤の整備に取り組んでまいりましたが、ビジネ
スモデル変革や新事業領域拡大の点で課題を残しました。
　2021年度は、2022年度経営目標を達成するための重要な足掛かりとな
ります。そのため、2021年度経営方針を「安全安心な社会の発展に貢献す
るためセルフ・マネジメントで『変える』を実践しよう！」とし、４つの
重点施策を設定しました。
　「ビジネスモデルの変革・社会貢献等による市場拡大と生産性の向上」「働
き方改革と業務改革によるコスト、納期の最適化」「品質・コンプライアンス
の継続的向上」「お客さま・社会が信頼する技術力の獲得」の４つの施策を
確実に実行し、持続的成長の実現と企業価値の向上を目指してまいります。
　当社は、８月１日をもって株式会社IHIの完全子会社となります。これを
契機に重点施策の実行を全社一丸となって加速するとともに、IHIグループ
の一員として更なるシナジーを追求してまいります。今日までご支援いた
だきました株主の皆さま、誠にありがとうございました。今後とも、皆さま
のご期待に沿えるよう、独自の技術で社会に貢献できる会社となるべく努
めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2021年６月

年月日 日程 株式の流通
2021年７月28日（水）
まで

当社株式は、2021年７月28日（水）までは、証券取引
所において従来どおり売買できます。

2021年７月29日（木） 当社株式の上場廃止日 当社株式は、2021年７月29日（木）に上場廃止となり、
証券取引所において売買できなくなります。

2021年８月１日（日） 株式交換の効力発生日 株主の皆さまがご所有されている当社株式につきまし
ては、2021年8月１日（日）からIHI株式として売買が
可能となります。

株主の皆さまへ

株式交換に伴う株式事務のご案内
　2021年6月23日（水）開催の当社第108回定時株主総会において、2021年8月１日（日）を効力発生日と
する当社と株式会社IHI（以下、「IHI」といいます。）の株式交換契約が承認され当社がIHIの完全子会社となる
株式交換を行うこととなりました。
　つきましては、2021年７月28日（水）最終の当社株主名簿に記載または記録された株主の皆さまに対し、
ご所有の当社株式１株につき、IHI株式0.42株の割合をもって割当交付申し上げます。
　割当てられましたIHI株式につきましては、「株式交換に伴う新株式割当ご通知」を2021年８月中旬（予定）
にお届出ご住所宛に送付申し上げますので、ご所有株式数をご確認ください。
　株主の皆さまにおかれましては、株式の割当てに際して一切のお手続きは必要ございませんが、株式交換に
伴う株式事務について下記のとおりご案内申し上げますのでご高覧ください。

記

１．株式交換の日程と株式の流通について
　 　株式交換の日程と株式の流通につきましては、次のとおりとなる予定ですので、ご所有株式の売買等に際
しましては十分にご留意くださいますようお願いいたします。

２．IHI株式の割当方法について
　　ご所有の当社株式1株につき、IHI株式0.42株の割合をもって割当交付されます。
　（割当ての例）
　当社株式1,000株をご所有の場合
　　1,000株×0.42＝420株　 割当計算の結果、420株がIHIの株主名簿に記載または記録されます。 
　 　IHI株式の単元株式数は100株となっていますので、単元株式400株と単元未満株式が20株となります。
３．単元未満株式の「買取り」または「買増し」について
　　 2021年8月1日（日）から、割当比率換算後の新株数にて、IHI株式としてお取扱いいたします。
４．IHIへの引き継ぎについて
　 　現在、当社株式に関してお届出いただいている内容につきましてはIHI株式に関するものとして引き継がせ
ていただきます。

　 　ただし、当社およびIHIの双方の株主さまで、銘柄ごとに配当金の振込指定をされており、その振込指定口座が
それぞれ異なる場合は、IHI株式でご指定の口座を配当金振込指定先とさせていただきます。

　 　また、当社およびIHIの双方の株主さまで、配当金の受領に関しどちらか一方のみ銀行口座振込を指定されてい
る場合は、配当金の受領方法は、銀行口座振込とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

５．ご照会先
（１）   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
  照会先　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）
（２）   証券会社等の一般口座に関する諸手続き

  証券会社等の一般口座をご利用の株主さまは、お取引の証券会社等へお問い合わせください。
（３）   特別口座に関する諸手続き

  特別口座でご所有の株主さまは、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行へお問い合わせくださ
い。

以　上

第108期より非連結での業績を示しております。
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当社製カメラ映像

気象防災事業の事業内容
高層気象観測、地上気象観測、航空管制、防災、水管理、三次元レーザーレーダ等の開発・
製造・販売・設置など
高層気象観測
コロナ禍により海外展開が停滞している中、日本以外でも、インドネシア、メキシコ、
シンガポールでGPSラジオゾンデiMS-100を受注しました。
地上気象観測
NEXCO東日本の首都圏中央連絡自動車道気象観測施設を完工したほか、気象庁アメダス
の2020年度更新が完了しました。さらに、近年頻発する豪雨災害に備え、気象情報閲覧
サイト「POTEKA�NET」を通じ、危険度分布（土砂災害／浸水害／洪水）や約6,700カ所
の水位観測データを提供するサービスを開始しました。また、高感度カメラがPOTEKAの
観測データと連動して河川を監視できるため、防災行動や判断状況の迅速化などにも役立て
られます。
防災
自治体震度ネットワークの計測震度計更新がはじまり、自治体向けに新型
計測震度計をリリースしました。また、インドネシア向けのダム用地震計
など海外の新たなお客さまへの提供が進んでおります。
水管理
放流警報装置や水管理施設の全国展開を引き続き目指しているほか、前年
度から取り組んでいる中小河川向けの危機管理型水位計の設置も進んでおり
ます。
三次元レーザーレーダ
踏切の障害物検知向けに安定的な生産を継続
しております。

当事業を通じて、これからも国や地域の安全
安心に貢献してまいります。
（文中：敬称略）

POTEKA設置例
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貸借対照表�（百万円） 損益計算書�（百万円） キャッシュ・フロー計算書�（百万円）

前期末

現金及び
現金同等物の
期首残高
118

負債
4,361

負債純資産合計
10,399

当期末
（第108期）

前期末 当期末
（第108期）

流動資産
6,521

資産合計
10,399

固定資産
3,877

流動資産
7,264

資産合計
11,076
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3,811
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6,037
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負債純資産合計
11,076
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5,821

当期
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株主資本
4,191

その他の
包括利益
累計額
1,629

流動負債
3,132

固定負債
2,121

有形
固定資産
3,291
無形
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経常
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収益
20

営業外
費用
28 特別

損失
2

法人税等
合計
△22

契約資産
1,689

セグメント情報

財務状況

気象防災事業 売上高：4,743百万円（前期比：21.6％減） 宇宙防衛事業 売上高：2,359百万円（前期比：14.8％増）
宇宙防衛事業の事業内容
宇宙事業（衛星・ロケット・国際宇宙ステーションに搭載される制御機器およびモニタカメラや
環境計測機器等）、防衛事業（飛翔体搭載テレメータや電波式探知装置等）、宇宙技術の地上転用事業
宇宙事業（衛星搭載機器）
欧州宇宙機関（ESA）が主導する木星氷衛星探査計画の探査機
搭載機器の開発に、日本で唯一当社が参画しております。スウェー
デン宇宙物理研究所（IRF）と連携し、プラズマ環境観測機器（PEP）、
電波・プラズマ波動観測機器（RPWI）をスウェーデンに納入しま
した。2022年６月の打ち上げ後、約８年間のクルージングを経て
2030年１月に木星軌道に入る予定です。
また2021年３月には、日本機械学会・宇宙工学部門において、
小惑星探査機「はやぶさ２」衝突装置・分離カメラ開発チームの一
員として、宇宙賞をいただきました。当社が開発した分離カメラが、
人工クレータ形成の一部始終を撮影しました。
宇宙事業（ロケット搭載機器）
増強版イプシロンロケット６号機向け点火系に電力を供給する
ための電力シーケンス分配器改良型の製造に着手しました。また、
次世代イプシロンロケット向けに、搭載カメラ、ホットガスバルブ
（HGV）の開発にも着手しました。
宇宙事業（輸送機／国際宇宙ステーション）
2020年５月に、世界初となるドッキングモニタ映像の無線LAN
伝送軌道上ミッション（WLD）の成功にも貢献しております。これ
は「こうのとり」９号機に搭載されたカメラ映像を無線LANを用いて
リアルタイムでISSに画像伝送する実験であり、
当社は搭載カメラ、無線LANシステムの開発を
担当しました。今回の成功によりWLDの次期
計画についても参画の打診を受けております。

当事業を通じて、これからも宇宙開発の発展
に貢献してまいります。
（文中：敬称略） 第107期 第108期（当期）

2,3592,054

売上高（百万円）

第107期 第108期（当期）
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営業利益（百万円）

66.8%
当期売上高構成比

33.2%
当期売上高構成比 ● 株式の状況（2021年３月31日現在）

発 行 可 能 株 式 総 数 23,556,000株

発行済株式総数（自己株式含む） 13,279,633株

株 主 数 6,811名

自 己 株 式 数 8,017株

● 株主構成（2021年３月31日現在）

● 大株主一覧（2021年３月31日現在）

株 主 名 所有株数
（株）

持株比率
（％）

株式会社IHI 6,772,000 51.02

上田八木短資株式会社 241,000 1.81

日本証券金融株式会社 148,500 1.11

立花証券株式会社 137,600 1.03

荒井忍 129,300 0.97

山田紘一郎 71,000 0.53

中澤豊治 69,900 0.52

KKエステート株式会社 69,000 0.51

光陽ホールディングス株式会社 66,500 0.50

マネックス証券株式会社 64,020 0.48

※持株比率は、自己株式（8,017株）を控除して計算しております。
※持株比率は、小数点第３位以下を切捨てして記載しております。

株主メモ

事 業 年 度 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 3月31日

監 査 法 人 EY新日本有限責任監査法人

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

同 連 絡 先 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
〒168-0063
電話�0120-782-031(フリーダイヤル)

公 告 方 法 当社のホームページ（https://www.meisei.co.jp/）
に掲載します。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をすることができない場合
は、日本経済新聞に掲載します。

単 元 株 式 数 100株

上場証券取引所 東京証券取引所

当社では、単元株に満たない株式の買取りを行っております。
買取りを強くご希望される株主さまは、株主さまの口座のある証券会社に
お申し出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、
特別口座の管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

個人・その他� 5,337,556株� 40.19％
金融機関� 451,393株� 3.39％
外国人� 70,000株� 0.52％
その他の法人� 7,412,667株� 55.81％
自己株式� 8,017株� 0.06％

10単元未満� 5,588名� 82.04％
10～50単元未満� 1,025名� 15.04％
50～100単元未満� 106名� 1.55％
100～500単元未満� 77名� 1.13％
500単元以上� 15名� 0.21％

所有者別
株式数比率

所有数別
株主数比率

※上記株主構成の比率は、小数点第３位以下を切捨てして記載しております。

株式情報

第108期より非連結での業績を示しております。
第107期 第108期（当期）

4,743
6,050

売上高（百万円）

第107期 第108期（当期）

179

542
営業利益（百万円）

POTEKA NETでのカメラ画像閲覧例

第108期より非連結での業績を示しております。

第108期より非連結での業績を示しております。

出典：JAXA/NASA
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当社製カメラ映像

気象防災事業の事業内容
高層気象観測、地上気象観測、航空管制、防災、水管理、三次元レーザーレーダ等の開発・
製造・販売・設置など
高層気象観測
コロナ禍により海外展開が停滞している中、日本以外でも、インドネシア、メキシコ、
シンガポールでGPSラジオゾンデiMS-100を受注しました。
地上気象観測
NEXCO東日本の首都圏中央連絡自動車道気象観測施設を完工したほか、気象庁アメダス
の2020年度更新が完了しました。さらに、近年頻発する豪雨災害に備え、気象情報閲覧
サイト「POTEKA�NET」を通じ、危険度分布（土砂災害／浸水害／洪水）や約6,700カ所
の水位観測データを提供するサービスを開始しました。また、高感度カメラがPOTEKAの
観測データと連動して河川を監視できるため、防災行動や判断状況の迅速化などにも役立て
られます。
防災
自治体震度ネットワークの計測震度計更新がはじまり、自治体向けに新型
計測震度計をリリースしました。また、インドネシア向けのダム用地震計
など海外の新たなお客さまへの提供が進んでおります。
水管理
放流警報装置や水管理施設の全国展開を引き続き目指しているほか、前年
度から取り組んでいる中小河川向けの危機管理型水位計の設置も進んでおり
ます。
三次元レーザーレーダ
踏切の障害物検知向けに安定的な生産を継続
しております。

当事業を通じて、これからも国や地域の安全
安心に貢献してまいります。
（文中：敬称略）

POTEKA設置例

営業
利益
301

財務活動による
キャッシュ・
フロー
△729

貸借対照表�（百万円） 損益計算書�（百万円） キャッシュ・フロー計算書�（百万円）

前期末

現金及び
現金同等物の
期首残高
118

負債
4,361

負債純資産合計
10,399

当期末
（第108期）

前期末 当期末
（第108期）

流動資産
6,521

資産合計
10,399

固定資産
3,877

流動資産
7,264

資産合計
11,076

固定資産
3,811

純資産
6,037

負債
5,254

負債純資産合計
11,076

純資産
5,821

当期
（第108期）

当期
（第108期）

株主資本
4,372
評価・換算
差額等
1,664

流動負債
2,292
固定負債
2,069

株主資本
4,191

その他の
包括利益
累計額
1,629

流動負債
3,132

固定負債
2,121

有形
固定資産
3,291
無形
固定資産
90
その他
固定資産
495

受取手形及び
売掛金（債権）
2,829

原材料及び
貯蔵品
654
その他
流動資産
1,347

有形
固定資産
3,373
無形

固定資産
49

その他
固定資産

388

受取手形及び
売掛金
5,656

原材料及び
貯蔵品
634

その他
流動資産

973

営業活動による
キャッシュ・
フロー
1,298

投資活動による
キャッシュ・
フロー
△157売上高

7,102

売上原価
5,608

売上
総利益
1,494

販売費及び
一般管理費
1,192

経常
利益
294

当期
純利益
313

現金及び
現金同等物の
期末残高
528

営業外
収益
20

営業外
費用
28 特別

損失
2

法人税等
合計
△22

契約資産
1,689

セグメント情報

財務状況

気象防災事業 売上高：4,743百万円（前期比：21.6％減） 宇宙防衛事業 売上高：2,359百万円（前期比：14.8％増）
宇宙防衛事業の事業内容
宇宙事業（衛星・ロケット・国際宇宙ステーションに搭載される制御機器およびモニタカメラや
環境計測機器等）、防衛事業（飛翔体搭載テレメータや電波式探知装置等）、宇宙技術の地上転用事業
宇宙事業（衛星搭載機器）
欧州宇宙機関（ESA）が主導する木星氷衛星探査計画の探査機
搭載機器の開発に、日本で唯一当社が参画しております。スウェー
デン宇宙物理研究所（IRF）と連携し、プラズマ環境観測機器（PEP）、
電波・プラズマ波動観測機器（RPWI）をスウェーデンに納入しま
した。2022年６月の打ち上げ後、約８年間のクルージングを経て
2030年１月に木星軌道に入る予定です。
また2021年３月には、日本機械学会・宇宙工学部門において、
小惑星探査機「はやぶさ２」衝突装置・分離カメラ開発チームの一
員として、宇宙賞をいただきました。当社が開発した分離カメラが、
人工クレータ形成の一部始終を撮影しました。
宇宙事業（ロケット搭載機器）
増強版イプシロンロケット６号機向け点火系に電力を供給する
ための電力シーケンス分配器改良型の製造に着手しました。また、
次世代イプシロンロケット向けに、搭載カメラ、ホットガスバルブ
（HGV）の開発にも着手しました。
宇宙事業（輸送機／国際宇宙ステーション）
2020年５月に、世界初となるドッキングモニタ映像の無線LAN
伝送軌道上ミッション（WLD）の成功にも貢献しております。これ
は「こうのとり」９号機に搭載されたカメラ映像を無線LANを用いて
リアルタイムでISSに画像伝送する実験であり、
当社は搭載カメラ、無線LANシステムの開発を
担当しました。今回の成功によりWLDの次期
計画についても参画の打診を受けております。

当事業を通じて、これからも宇宙開発の発展
に貢献してまいります。
（文中：敬称略） 第107期 第108期（当期）

2,3592,054

売上高（百万円）

第107期 第108期（当期）

189

96

営業利益（百万円）

66.8%
当期売上高構成比

33.2%
当期売上高構成比 ● 株式の状況（2021年３月31日現在）

発 行 可 能 株 式 総 数 23,556,000株

発行済株式総数（自己株式含む） 13,279,633株

株 主 数 6,811名

自 己 株 式 数 8,017株

● 株主構成（2021年３月31日現在）

● 大株主一覧（2021年３月31日現在）

株 主 名 所有株数
（株）

持株比率
（％）

株式会社IHI 6,772,000 51.02

上田八木短資株式会社 241,000 1.81

日本証券金融株式会社 148,500 1.11

立花証券株式会社 137,600 1.03

荒井忍 129,300 0.97

山田紘一郎 71,000 0.53

中澤豊治 69,900 0.52

KKエステート株式会社 69,000 0.51

光陽ホールディングス株式会社 66,500 0.50

マネックス証券株式会社 64,020 0.48

※持株比率は、自己株式（8,017株）を控除して計算しております。
※持株比率は、小数点第３位以下を切捨てして記載しております。

株主メモ

事 業 年 度 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 3月31日

監 査 法 人 EY新日本有限責任監査法人

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

同 連 絡 先 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
〒168-0063
電話�0120-782-031(フリーダイヤル)

公 告 方 法 当社のホームページ（https://www.meisei.co.jp/）
に掲載します。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をすることができない場合
は、日本経済新聞に掲載します。

単 元 株 式 数 100株

上場証券取引所 東京証券取引所

当社では、単元株に満たない株式の買取りを行っております。
買取りを強くご希望される株主さまは、株主さまの口座のある証券会社に
お申し出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、
特別口座の管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

個人・その他� 5,337,556株� 40.19％
金融機関� 451,393株� 3.39％
外国人� 70,000株� 0.52％
その他の法人� 7,412,667株� 55.81％
自己株式� 8,017株� 0.06％

10単元未満� 5,588名� 82.04％
10～50単元未満� 1,025名� 15.04％
50～100単元未満� 106名� 1.55％
100～500単元未満� 77名� 1.13％
500単元以上� 15名� 0.21％

所有者別
株式数比率

所有数別
株主数比率

※上記株主構成の比率は、小数点第３位以下を切捨てして記載しております。

株式情報

第108期より非連結での業績を示しております。
第107期 第108期（当期）

4,743
6,050

売上高（百万円）

第107期 第108期（当期）

179

542
営業利益（百万円）

POTEKA NETでのカメラ画像閲覧例

第108期より非連結での業績を示しております。

第108期より非連結での業績を示しております。

出典：JAXA/NASA
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当社製カメラ映像

気象防災事業の事業内容
高層気象観測、地上気象観測、航空管制、防災、水管理、三次元レーザーレーダ等の開発・
製造・販売・設置など
高層気象観測
コロナ禍により海外展開が停滞している中、日本以外でも、インドネシア、メキシコ、

シンガポールでGPSラジオゾンデiMS-100を受注しました。
地上気象観測
NEXCO東日本の首都圏中央連絡自動車道気象観測施設を完工したほか、気象庁アメダス

の2020年度更新が完了しました。さらに、近年頻発する豪雨災害に備え、気象情報閲覧
サイト「POTEKA�NET」を通じ、危険度分布（土砂災害／浸水害／洪水）や約6,700カ所
の水位観測データを提供するサービスを開始しました。また、高感度カメラがPOTEKAの
観測データと連動して河川を監視できるため、防災行動や判断状況の迅速化などにも役立て
られます。
防災
自治体震度ネットワークの計測震度計更新がはじまり、自治体向けに新型

計測震度計をリリースしました。また、インドネシア向けのダム用地震計
など海外の新たなお客さまへの提供が進んでおります。
水管理
放流警報装置や水管理施設の全国展開を引き続き目指しているほか、前年

度から取り組んでいる中小河川向けの危機管理型水位計の設置も進んでおり
ます。
三次元レーザーレーダ
踏切の障害物検知向けに安定的な生産を継続

しております。

当事業を通じて、これからも国や地域の安全
安心に貢献してまいります。
（文中：敬称略）

POTEKA設置例

営業
利益
301

財務活動による
キャッシュ・
フロー
△729

貸借対照表�（百万円） 損益計算書�（百万円） キャッシュ・フロー計算書�（百万円）

前期末

現金及び
現金同等物の
期首残高
118

負債
4,361

負債純資産合計
10,399

当期末
（第108期）

前期末 当期末
（第108期）

流動資産
6,521

資産合計
10,399

固定資産
3,877

流動資産
7,264

資産合計
11,076

固定資産
3,811

純資産
6,037

負債
5,254

負債純資産合計
11,076

純資産
5,821

当期
（第108期）

当期
（第108期）

株主資本
4,372
評価・換算
差額等
1,664

流動負債
2,292
固定負債
2,069

株主資本
4,191

その他の
包括利益
累計額
1,629

流動負債
3,132

固定負債
2,121

有形
固定資産
3,291
無形
固定資産
90
その他
固定資産
495

受取手形及び
売掛金（債権）
2,829

原材料及び
貯蔵品
654
その他
流動資産
1,347

有形
固定資産
3,373
無形

固定資産
49

その他
固定資産

388

受取手形及び
売掛金
5,656

原材料及び
貯蔵品
634

その他
流動資産

973

営業活動による
キャッシュ・
フロー
1,298

投資活動による
キャッシュ・
フロー
△157売上高

7,102

売上原価
5,608

売上
総利益
1,494

販売費及び
一般管理費
1,192

経常
利益
294

当期
純利益
313

現金及び
現金同等物の
期末残高
528

営業外
収益
20

営業外
費用
28 特別

損失
2

法人税等
合計
△22

契約資産
1,689

セグメント情報

財務状況

気象防災事業 売上高：4,743百万円（前期比：21.6％減） 宇宙防衛事業 売上高：2,359百万円（前期比：14.8％増）
宇宙防衛事業の事業内容
宇宙事業（衛星・ロケット・国際宇宙ステーションに搭載される制御機器およびモニタカメラや
環境計測機器等）、防衛事業（飛翔体搭載テレメータや電波式探知装置等）、宇宙技術の地上転用事業
宇宙事業（衛星搭載機器）
欧州宇宙機関（ESA）が主導する木星氷衛星探査計画の探査機
搭載機器の開発に、日本で唯一当社が参画しております。スウェー
デン宇宙物理研究所（IRF）と連携し、プラズマ環境観測機器（PEP）、
電波・プラズマ波動観測機器（RPWI）をスウェーデンに納入しま
した。2022年６月の打ち上げ後、約８年間のクルージングを経て
2030年１月に木星軌道に入る予定です。
また2021年３月には、日本機械学会・宇宙工学部門において、
小惑星探査機「はやぶさ２」衝突装置・分離カメラ開発チームの一
員として、宇宙賞をいただきました。当社が開発した分離カメラが、
人工クレータ形成の一部始終を撮影しました。
宇宙事業（ロケット搭載機器）
増強版イプシロンロケット６号機向け点火系に電力を供給する
ための電力シーケンス分配器改良型の製造に着手しました。また、
次世代イプシロンロケット向けに、搭載カメラ、ホットガスバルブ
（HGV）の開発にも着手しました。
宇宙事業（輸送機／国際宇宙ステーション）
2020年５月に、世界初となるドッキングモニタ映像の無線LAN
伝送軌道上ミッション（WLD）の成功にも貢献しております。これ
は「こうのとり」９号機に搭載されたカメラ映像を無線LANを用いて
リアルタイムでISSに画像伝送する実験であり、
当社は搭載カメラ、無線LANシステムの開発を
担当しました。今回の成功によりWLDの次期
計画についても参画の打診を受けております。

当事業を通じて、これからも宇宙開発の発展
に貢献してまいります。
（文中：敬称略） 第107期 第108期（当期）

2,3592,054

売上高（百万円）

第107期 第108期（当期）

189

96

営業利益（百万円）

66.8%
当期売上高構成比

33.2%
当期売上高構成比 ● 株式の状況（2021年３月31日現在）

発 行 可 能 株 式 総 数 23,556,000株

発行済株式総数（自己株式含む） 13,279,633株

株 主 数 6,811名

自 己 株 式 数 8,017株

● 株主構成（2021年３月31日現在）

● 大株主一覧（2021年３月31日現在）

株 主 名 所有株数
（株）

持株比率
（％）

株式会社IHI 6,772,000 51.02

上田八木短資株式会社 241,000 1.81

日本証券金融株式会社 148,500 1.11

立花証券株式会社 137,600 1.03

荒井忍 129,300 0.97

山田紘一郎 71,000 0.53

中澤豊治 69,900 0.52

KKエステート株式会社 69,000 0.51

光陽ホールディングス株式会社 66,500 0.50

マネックス証券株式会社 64,020 0.48

※持株比率は、自己株式（8,017株）を控除して計算しております。
※持株比率は、小数点第３位以下を切捨てして記載しております。

株主メモ

事 業 年 度 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 3月31日

監 査 法 人 EY新日本有限責任監査法人

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

同 連 絡 先 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
〒168-0063
電話�0120-782-031(フリーダイヤル)

公 告 方 法 当社のホームページ（https://www.meisei.co.jp/）
に掲載します。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をすることができない場合
は、日本経済新聞に掲載します。

単 元 株 式 数 100株

上場証券取引所 東京証券取引所

当社では、単元株に満たない株式の買取りを行っております。
買取りを強くご希望される株主さまは、株主さまの口座のある証券会社に
お申し出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主さまは、
特別口座の管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

個人・その他� 5,337,556株� 40.19％
金融機関� 451,393株� 3.39％
外国人� 70,000株� 0.52％
その他の法人� 7,412,667株� 55.81％
自己株式� 8,017株� 0.06％

10単元未満� 5,588名� 82.04％
10～50単元未満� 1,025名� 15.04％
50～100単元未満� 106名� 1.55％
100～500単元未満� 77名� 1.13％
500単元以上� 15名� 0.21％

所有者別
株式数比率

所有数別
株主数比率

※上記株主構成の比率は、小数点第３位以下を切捨てして記載しております。

株式情報

第108期より非連結での業績を示しております。
第107期 第108期（当期）

4,743
6,050

売上高（百万円）

第107期 第108期（当期）

179

542
営業利益（百万円）

POTEKA NETでのカメラ画像閲覧例

第108期より非連結での業績を示しております。

第108期より非連結での業績を示しております。

出典：JAXA/NASA
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

第108回定時株主総会決議ご通知
報告事項 第108期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決議事項 第１号議案　�当社と株式会社IHIとの株式交換契約承認の件�

本件は、原案通り承認可決され、2021年8月１日を以って、当社株式１株につきIHI株式
0.42株が交付され、当社はIHIの完全子会社となることとなりました。

第２号議案　�剰余金の処分の件�
本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は１株につき７円となりました。

第３号議案　�取締役６名選任の件�
本件は、原案通り、池山正隆、橘田英夫、齋藤隆、谷本和夫、中川精二の５氏が再選され、
それぞれ重任し、新たに黒木康徳氏が選任され、就任いたしました。

第４号議案　�監査役２名選任の件�
本件は、原案通り、坂巻伸幸氏が再選され、重任し、新たに荒井和浩氏が選任され、就任い
たしました。

� 以上

本社 群馬県伊勢崎市長沼町2223番地
電話�（0270）32－1111（代表）

● 会社の概要

商 号 明星電気株式会社

本 社 群馬県伊勢崎市長沼町2223番地

設 立 1938年2月20日

資 本 金 2,996百万円

従業員数（単独） 345名（2021年３月31日現在）

本 社 〒372-8585
群馬県伊勢崎市長沼町2223番地
電話�（0270）32－1111（代表）

東 京 事 業 所 〒135-8115
東京都江東区豊洲三丁目1番1号
（豊洲IHIビル10階）
電話�（03）6204-8250（代表)

支 店 北海道支店（札幌)、東北支店（仙台)、
関東支店（東京）、関西支店（大阪)、
中四国支店（広島)、九州支店（福岡)

営 業 所 中部営業所（名古屋)

出 張 所 沖縄出張所（西原)

事 務 所 播磨事務所（たつの）

代表取締役社長 池　山　正　隆
常 務 取 締 役 橘　田　英　夫
取 締 役 齋　藤　　　隆
取 締 役 谷　本　和　夫
取 締 役 黒　木　康　徳
社 外 取 締 役 中　川　精　二
常 勤 監 査 役 坂　巻　伸　幸
監 査 役 荒　井　和　浩
社 外 監 査 役 入　澤　武　久
社 外 監 査 役 中　村　明　弘

会社情報

● 事業所

● 役員一覧（2021年6月23日現在）

当社ホームページについてのご案内

検 索検 索明星電気明星電気https://www.meisei.co.jp/

代表取締役社長
兼最高経営責任者（CEO）

株主の皆さまへ

売上高（百万円）

第106期 第107期

営業利益（百万円）

第106期 第107期

経常利益（百万円）

第106期 第107期

当期純利益（百万円）

第106期 第107期第108期
（当期）

6,653

第108期
（当期）

291

第108期
（当期）

286

第108期
（当期）

256

8,105 571 381571

7,102

294

313

301

株式交換についてのご案内

証券コード：6709

2 0 2 0年4月1日～202 1年3月31日
第108期� 株主通信
MEISEIREPORT

　平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当社は昨年度、「2019中期事業計画」の二年目として、「『変える』を実
践し、強靭かつ柔軟で収益力のある体質を実現しよう！」との目標を掲げ、
持続的成長に向けた収益基盤の整備に取り組んでまいりましたが、ビジネ
スモデル変革や新事業領域拡大の点で課題を残しました。
　2021年度は、2022年度経営目標を達成するための重要な足掛かりとな
ります。そのため、2021年度経営方針を「安全安心な社会の発展に貢献す
るためセルフ・マネジメントで『変える』を実践しよう！」とし、４つの
重点施策を設定しました。
　「ビジネスモデルの変革・社会貢献等による市場拡大と生産性の向上」「働
き方改革と業務改革によるコスト、納期の最適化」「品質・コンプライアンス
の継続的向上」「お客さま・社会が信頼する技術力の獲得」の４つの施策を
確実に実行し、持続的成長の実現と企業価値の向上を目指してまいります。
　当社は、８月１日をもって株式会社IHIの完全子会社となります。これを
契機に重点施策の実行を全社一丸となって加速するとともに、IHIグループ
の一員として更なるシナジーを追求してまいります。今日までご支援いた
だきました株主の皆さま、誠にありがとうございました。今後とも、皆さま
のご期待に沿えるよう、独自の技術で社会に貢献できる会社となるべく努
めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2021年６月

年月日 日程 株式の流通
2021年７月28日（水）
まで

当社株式は、2021年７月28日（水）までは、証券取引
所において従来どおり売買できます。

2021年７月29日（木） 当社株式の上場廃止日 当社株式は、2021年７月29日（木）に上場廃止となり、
証券取引所において売買できなくなります。

2021年８月１日（日） 株式交換の効力発生日 株主の皆さまがご所有されている当社株式につきまし
ては、2021年8月１日（日）からIHI株式として売買が
可能となります。

株主の皆さまへ

株式交換に伴う株式事務のご案内
　2021年6月23日（水）開催の当社第108回定時株主総会において、2021年8月１日（日）を効力発生日と
する当社と株式会社IHI（以下、「IHI」といいます。）の株式交換契約が承認され当社がIHIの完全子会社となる
株式交換を行うこととなりました。
　つきましては、2021年７月28日（水）最終の当社株主名簿に記載または記録された株主の皆さまに対し、
ご所有の当社株式１株につき、IHI株式0.42株の割合をもって割当交付申し上げます。
　割当てられましたIHI株式につきましては、「株式交換に伴う新株式割当ご通知」を2021年８月中旬（予定）
にお届出ご住所宛に送付申し上げますので、ご所有株式数をご確認ください。
　株主の皆さまにおかれましては、株式の割当てに際して一切のお手続きは必要ございませんが、株式交換に
伴う株式事務について下記のとおりご案内申し上げますのでご高覧ください。

記

１．株式交換の日程と株式の流通について
　 　株式交換の日程と株式の流通につきましては、次のとおりとなる予定ですので、ご所有株式の売買等に際
しましては十分にご留意くださいますようお願いいたします。

２．IHI株式の割当方法について
　　ご所有の当社株式1株につき、IHI株式0.42株の割合をもって割当交付されます。
　（割当ての例）
　当社株式1,000株をご所有の場合
　　1,000株×0.42＝420株　 割当計算の結果、420株がIHIの株主名簿に記載または記録されます。 
　 　IHI株式の単元株式数は100株となっていますので、単元株式400株と単元未満株式が20株となります。
３．単元未満株式の「買取り」または「買増し」について
　　 2021年8月1日（日）から、割当比率換算後の新株数にて、IHI株式としてお取扱いいたします。
４．IHIへの引き継ぎについて
　 　現在、当社株式に関してお届出いただいている内容につきましてはIHI株式に関するものとして引き継がせ
ていただきます。

　 　ただし、当社およびIHIの双方の株主さまで、銘柄ごとに配当金の振込指定をされており、その振込指定口座が
それぞれ異なる場合は、IHI株式でご指定の口座を配当金振込指定先とさせていただきます。

　 　また、当社およびIHIの双方の株主さまで、配当金の受領に関しどちらか一方のみ銀行口座振込を指定されてい
る場合は、配当金の受領方法は、銀行口座振込とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。

５．ご照会先
（１）   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
  照会先　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）
（２）   証券会社等の一般口座に関する諸手続き

  証券会社等の一般口座をご利用の株主さまは、お取引の証券会社等へお問い合わせください。
（３）   特別口座に関する諸手続き

  特別口座でご所有の株主さまは、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行へお問い合わせくださ
い。

以　上

第108期より非連結での業績を示しております。
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見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

第108回定時株主総会決議ご通知
報告事項 第108期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決議事項 第１号議案　�当社と株式会社IHIとの株式交換契約承認の件�

本件は、原案通り承認可決され、2021年8月１日を以って、当社株式１株につきIHI株式
0.42株が交付され、当社はIHIの完全子会社となることとなりました。

第２号議案　�剰余金の処分の件�
本件は、原案通り承認可決され、期末配当金は１株につき７円となりました。

第３号議案　�取締役６名選任の件�
本件は、原案通り、池山正隆、橘田英夫、齋藤隆、谷本和夫、中川精二の５氏が再選され、
それぞれ重任し、新たに黒木康徳氏が選任され、就任いたしました。

第４号議案　�監査役２名選任の件�
本件は、原案通り、坂巻伸幸氏が再選され、重任し、新たに荒井和浩氏が選任され、就任い
たしました。

� 以上

本社 群馬県伊勢崎市長沼町2223番地
電話�（0270）32－1111（代表）

● 会社の概要

商 号 明星電気株式会社

本 社 群馬県伊勢崎市長沼町2223番地

設 立 1938年2月20日

資 本 金 2,996百万円

従業員数（単独） 345名（2021年３月31日現在）

本 社 〒372-8585
群馬県伊勢崎市長沼町2223番地
電話�（0270）32－1111（代表）

東 京 事 業 所 〒135-8115
東京都江東区豊洲三丁目1番1号
（豊洲IHIビル10階）
電話�（03）6204-8250（代表)

支 店 北海道支店（札幌)、東北支店（仙台)、
関東支店（東京）、関西支店（大阪)、
中四国支店（広島)、九州支店（福岡)

営 業 所 中部営業所（名古屋)

出 張 所 沖縄出張所（西原)

事 務 所 播磨事務所（たつの）

代表取締役社長 池　山　正　隆
常 務 取 締 役 橘　田　英　夫
取 締 役 齋　藤　　　隆
取 締 役 谷　本　和　夫
取 締 役 黒　木　康　徳
社 外 取 締 役 中　川　精　二
常 勤 監 査 役 坂　巻　伸　幸
監 査 役 荒　井　和　浩
社 外 監 査 役 入　澤　武　久
社 外 監 査 役 中　村　明　弘

会社情報

● 事業所

● 役員一覧（2021年6月23日現在）

当社ホームページについてのご案内

検 索検 索明星電気明星電気https://www.meisei.co.jp/

代表取締役社長
兼最高経営責任者（CEO）

株主の皆さまへ

売上高（百万円）

第106期 第107期

営業利益（百万円）

第106期 第107期

経常利益（百万円）

第106期 第107期

当期純利益（百万円）

第106期 第107期第108期
（当期）

6,653

第108期
（当期）

291

第108期
（当期）

286

第108期
（当期）

256

8,105 571 381571

7,102

294

313

301

株式交換についてのご案内

証券コード：6709

2 0 2 0年4月1日～202 1年3月31日
第108期� 株主通信
MEISEIREPORT

　平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当社は昨年度、「2019中期事業計画」の二年目として、「『変える』を実
践し、強靭かつ柔軟で収益力のある体質を実現しよう！」との目標を掲げ、
持続的成長に向けた収益基盤の整備に取り組んでまいりましたが、ビジネ
スモデル変革や新事業領域拡大の点で課題を残しました。
　2021年度は、2022年度経営目標を達成するための重要な足掛かりとな
ります。そのため、2021年度経営方針を「安全安心な社会の発展に貢献す
るためセルフ・マネジメントで『変える』を実践しよう！」とし、４つの
重点施策を設定しました。
　「ビジネスモデルの変革・社会貢献等による市場拡大と生産性の向上」「働
き方改革と業務改革によるコスト、納期の最適化」「品質・コンプライアンス
の継続的向上」「お客さま・社会が信頼する技術力の獲得」の４つの施策を
確実に実行し、持続的成長の実現と企業価値の向上を目指してまいります。
　当社は、８月１日をもって株式会社IHIの完全子会社となります。これを
契機に重点施策の実行を全社一丸となって加速するとともに、IHIグループ
の一員として更なるシナジーを追求してまいります。今日までご支援いた
だきました株主の皆さま、誠にありがとうございました。今後とも、皆さま
のご期待に沿えるよう、独自の技術で社会に貢献できる会社となるべく努
めてまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2021年６月

年月日 日程 株式の流通
2021年７月28日（水）
まで

当社株式は、2021年７月28日（水）までは、証券取引
所において従来どおり売買できます。

2021年７月29日（木） 当社株式の上場廃止日 当社株式は、2021年７月29日（木）に上場廃止となり、
証券取引所において売買できなくなります。

2021年８月１日（日） 株式交換の効力発生日 株主の皆さまがご所有されている当社株式につきまし
ては、2021年8月１日（日）からIHI株式として売買が
可能となります。

株主の皆さまへ

株式交換に伴う株式事務のご案内
　2021年6月23日（水）開催の当社第108回定時株主総会において、2021年8月１日（日）を効力発生日と
する当社と株式会社IHI（以下、「IHI」といいます。）の株式交換契約が承認され当社がIHIの完全子会社となる
株式交換を行うこととなりました。
　つきましては、2021年７月28日（水）最終の当社株主名簿に記載または記録された株主の皆さまに対し、
ご所有の当社株式１株につき、IHI株式0.42株の割合をもって割当交付申し上げます。
　割当てられましたIHI株式につきましては、「株式交換に伴う新株式割当ご通知」を2021年８月中旬（予定）
にお届出ご住所宛に送付申し上げますので、ご所有株式数をご確認ください。
　株主の皆さまにおかれましては、株式の割当てに際して一切のお手続きは必要ございませんが、株式交換に
伴う株式事務について下記のとおりご案内申し上げますのでご高覧ください。

記

１．株式交換の日程と株式の流通について
　 　株式交換の日程と株式の流通につきましては、次のとおりとなる予定ですので、ご所有株式の売買等に際
しましては十分にご留意くださいますようお願いいたします。

２．IHI株式の割当方法について
　　ご所有の当社株式1株につき、IHI株式0.42株の割合をもって割当交付されます。
　（割当ての例）
　当社株式1,000株をご所有の場合
　　1,000株×0.42＝420株　 割当計算の結果、420株がIHIの株主名簿に記載または記録されます。 
　 　IHI株式の単元株式数は100株となっていますので、単元株式400株と単元未満株式が20株となります。
３．単元未満株式の「買取り」または「買増し」について
　　 2021年8月1日（日）から、割当比率換算後の新株数にて、IHI株式としてお取扱いいたします。
４．IHIへの引き継ぎについて
　 　現在、当社株式に関してお届出いただいている内容につきましてはIHI株式に関するものとして引き継がせ
ていただきます。

　 　ただし、当社およびIHIの双方の株主さまで、銘柄ごとに配当金の振込指定をされており、その振込指定口座が
それぞれ異なる場合は、IHI株式でご指定の口座を配当金振込指定先とさせていただきます。
　 　また、当社およびIHIの双方の株主さまで、配当金の受領に関しどちらか一方のみ銀行口座振込を指定されてい
る場合は、配当金の受領方法は、銀行口座振込とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
５．ご照会先
（１）   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
  照会先　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）
（２）   証券会社等の一般口座に関する諸手続き

  証券会社等の一般口座をご利用の株主さまは、お取引の証券会社等へお問い合わせください。
（３）   特別口座に関する諸手続き

  特別口座でご所有の株主さまは、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行へお問い合わせくださ
い。

以　上

第108期より非連結での業績を示しております。
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