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会社概要

◆◆設立設立

◆◆代表者代表者

◆◆所在地所在地

◆◆資本金資本金

◆◆年商（連結）年商（連結）

◆◆従業員数従業員数

◆◆事業所事業所

◆◆子会社子会社

◆◆関連会社関連会社

石川県金沢市 本社
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主な事業分野

•• パソコン周辺機器分野パソコン周辺機器分野

•• デジタル情報家電分野デジタル情報家電分野
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私達は、お客様のパソコン周りの悩みを解決する為に、

より快適・より便利な周辺機器を開発、提供しています。

パソコン周辺機器分野パソコン周辺機器分野

大画面液晶ディスプレイ

で、ＴＶ番組・ＤＶＤ鑑賞。

迫力ある映像とサウンド

をパソコンでお楽しみい

ただけます。

メモリを増設すると、映像や画像などの
大きなデータの取り扱いが、
より快適になります。

TVキャプチャボードを追加す
ると、パソコンでのTV視聴＆
録画がとても簡単！
iPodや携帯電話で、録画した
番組を楽しむこともできます。

無線LANで家中場所を選

ばずインターネット接続！

家庭内にある複数のパソ

コンでデータをやり取りし

たり、プリンタを共有する

には、LANが大変便利で

す。

ハードディスクを増設すると、

大切なデータを簡単にバック

アップできます。

大きなデータの保存先として

も 適です。
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デジタル情報家電分野デジタル情報家電分野

パソコン周辺機器メーカーとして培ったネットワーク技術を活かし、

積極的にデジタル情報家電分野への展開も進めております。

ネットワークメディアプレーヤー
｢LinkPlayer｣

eSATA/USB対応ハードディスク
｢RHDシリーズ｣

ハードディスクレコーダー
｢REC-POT｣

TVチューナ搭載
22型ワイド液晶ディスプレイ
｢LCD-DTV221XBR｣

地上デジタルハイビジョンチューナー
｢HVT-T100｣

ネットワークハードディスク
｢HDL4-Gシリーズ｣

テレビ・パソコン・カメラ・音楽プレーヤー

PLC(高速電力線通信)アダプター
｢PLC-ET/M｣
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業績の推移
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（単位:百万円） ５
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※2001年より、連結決算に移行しております。



2008年6月期（P/L）＜連結＞20082008年年66月期（月期（P/LP/L）＜連結＞）＜連結＞

+1,823

+163

▲140

+1,705

+125

▲306

+2,137

+677

+2,815

+1,203

前年同期比較
増減額 （増減率）

－

(1,636%)

－

(109.9%)

(141.6%)

(101.9%)

・前期に発生した投資有価証券評
価損は減少(▲173)するものの、
今期は製品不具合対策費(400)に
より増加。

・前期に発生した持分法による投
資損失は減少(▲160)するものの、
今期は為替差損により増加。

・前期に発生した為替差益(349)が
今期は為替差損（291)に転じた事
による減少。

・業績回復と次期の先行投資に係る
人件費ならびに研究開発費、広告
宣伝費にて増加。

・採算管理強化と原価低減活動の
効果に加え、中間期前後の円高進
行による調達価格の低減が貢献。

・ストレージ需要の拡大と、デジタル
家電関連需要の立ち上がりによる
増加。

主な増減要因

1,1661,166

423423

1616

1,8161,816

481481

205205

2,0932,093

7,4997,499

9,5929,592

62,96862,968

2008年6月期
金額 （構成比）

(1.9%)(1.9%)

(2.9%)(2.9%)

(3.3%)(3.3%)

(11.9%)(11.9%)

(15.2%)(15.2%)

▲▲657657

260260

156156

111111

356356

512512

▲▲4444

6,8216,821

6,7766,776

61,76561,765

2007年6月期
金額 （構成比）

((▲▲1.0%)1.0%)

(0.2%)(0.2%)

((▲▲0.0%)0.0%)

(11.0%)(11.0%)

(11.0%)(11.0%)

当期純利益当期純利益 ((▲▲損失損失))

特別損失特別損失

特別利益特別利益

経常利益経常利益 ((▲▲損失損失))

営業外費用営業外費用

営業外収益営業外収益

営業利益営業利益 ((▲▲損失損失))

販売費及び販売費及び
一般管理費一般管理費

売上総利益売上総利益

売上高売上高

（単位：百万円）◆増収増益。そして全ての利益項目で黒字化。

６

※年間配当：15円 / EPS：81円05銭



2009年6月期業績見通し＜連結＞ ７

・売上高 ： 62,500百万円

・営業利益 ： 950百万円

・経常利益 ： 1,040百万円

・当期純利益 ： 640百万円

・EPS ： 45円92銭

・配当予想 ： 13円



株式情報（2008年6月30日現在）

• 会社が発行する株式の総数 41,000,000株
• 発行済株式の総数 14,839,349株
• １単元の株式の数 100株
• 上場市場 ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸ証券取引所 （JASDAQ）
• 証券コード 6916

個人・その他

金融機関

証券会社

その他の国内法人

外国法人

株主の内訳 （株主数 8,695名）

8,514
15

25

107

33

自己名義株式 1

８



株主地域別分布状況（2008年6月30日現在）

東北地方 180名

北海道 157名

関東地方 3,457名
うち 東京 1,332名

中部地方 1,971名
うち 石川 584名

近畿地方 1,859名

中国地方 368名

四国地方 220名
九州地方 449名

外国 34名
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当社の歴史
～創業当時の織機用デザインシステム～～創業当時の織機用デザインシステム～

1976年 【IOデータ機器の創業】
自宅のガレージで４名で創業

1979年 【カラー画像自動読み取り装置と紋紙加工システムの開発】
熟練の職人技をコンピュータ化 先端技術のイメージスキャナーも自作

1980年頃【パソコン周辺機器分野へ参入】
シャープ製ＭＺシリーズパソコン用周辺ボードを開発

1983年 【8インチフロッピーディスク】
ストレージ製品への足がかり

1984-6年【増設メモリーボード/IOS-10】
当社独自の「IOバンク方式」を業界標準として宣言

1991年 【株式公開】
日本証券業協会に店頭登録

1995年 【外付けハードディスク】
メモリーのアイ・オーから総合周辺機器のアイ・オーへ

2001年 【液晶ディスプレイ LCD-A15C】
CRTレベルの画質とすっきりスマートな外観

2002年 【Rec-POT/Rec-On】
デジタル家電にも周辺分野 ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾚｺｰﾀﾞｰの新しいカタチ

2004年 【株式上場】
ジャスダック証券取引所に上場

2005年 【デジタル情報家電分野への本格参入】
ハイビジョン対応32V型液晶テレビの開発・販売

2006年 【ネットワークハードディスク HDL-GTシリーズ】
カートリッジスタイルで利用シーンの多様化を提案

2008年 【新規事業としてASPサービスを開始】
ホームページの編集・ブログ作成・動画配信サービスを提供
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当社の成長戦略

①①拡大するデジタル情報家電拡大するデジタル情報家電

周辺市場への対応周辺市場への対応

②②法人市場の開拓法人市場の開拓

③③サービス市場の開拓サービス市場の開拓
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①①拡大するﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報家電周辺機器市場への対応拡大するﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報家電周辺機器市場への対応
～ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報家電周辺機器市場の方向性～～ﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報家電周辺機器市場の方向性～

““周辺機器事業で培ったﾉｳﾊｳや技術周辺機器事業で培ったﾉｳﾊｳや技術”“”“３ｒｄﾊﾟｰﾃｨの強み３ｒｄﾊﾟｰﾃｨの強み”” を生かしたを生かした
製品・ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝで、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ家電周辺機器市場にﾁｬﾚﾝｼﾞいたします。製品・ﾄｰﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝで、ﾃﾞｼﾞﾀﾙ家電周辺機器市場にﾁｬﾚﾝｼﾞいたします。

家電のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化により、ＰＣ周辺機器が家電の周辺機器として使えるように！家電のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化により、ＰＣ周辺機器が家電の周辺機器として使えるように！

メモリメモリ

ハードディスクハードディスク

DVDDVDドライブドライブ

液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
ネットワークネットワーク

デジタル情報家電分野デジタル情報家電分野ＰＣ周辺機器分野ＰＣ周辺機器分野

STBSTB

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ

ﾜﾝｾｸﾞﾁｭｰﾅｰﾜﾝｾｸﾞﾁｭｰﾅｰ

ＬＡＮ接続ＬＡＮ接続

ﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ

地ﾃﾞｼﾞﾁｭｰﾅｰ地ﾃﾞｼﾞﾁｭｰﾅｰ

TVTV機能付機能付
液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

地ﾃﾞｼﾞｷｬﾌﾟﾁｬ地ﾃﾞｼﾞｷｬﾌﾟﾁｬ
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USB接続型地ﾃﾞｼﾞｷｬﾌﾟﾁｬ
GV-MVP/HZ

地ﾃﾞｼﾞ液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ

LCD-DTV221XBR
PCI Expressﾓﾃﾞﾙ

GV-MVP/HS
外付型Blu-ray Disc

BRD-UXH6

大容量HDD
HDC2-Uｼﾘｰｽﾞ

ｶｰﾄﾘｯｼﾞ型HDD
RHD-UXｼﾘｰｽﾞ

ＰＣで楽しむＰＣで楽しむ ＴＶで楽しむＴＶで楽しむ

観る＆録観る＆録るる ためるためる//残す残す観る観る 観る観る

「大手家電ﾒｰｶｰとの連携強化」 「家電のような使い勝手の追求」
によって地ﾃﾞｼﾞ関連分野における需要を獲得いたします。

「大手家電ﾒｰｶｰとの連携強化」「大手家電ﾒｰｶｰとの連携強化」 「家電のような使い勝手の追求」「家電のような使い勝手の追求」
によって地ﾃﾞｼﾞ関連分野における需要を獲得いたします。によって地ﾃﾞｼﾞ関連分野における需要を獲得いたします。

TVTVに直接接続で録に直接接続で録りりためるためる
//録画した番組を保存する録画した番組を保存する

地ﾃﾞｼﾞﾁｭｰﾅｰ内蔵型液晶で地ﾃﾞｼﾞﾁｭｰﾅｰ内蔵型液晶で
PCPC作業しながら地ﾃﾞｼﾞ視聴作業しながら地ﾃﾞｼﾞ視聴

低ｺｽﾄでｱﾅﾛｸﾞ低ｺｽﾄでｱﾅﾛｸﾞTVTVでで
地ﾃﾞｼﾞ放送視聴可能に地ﾃﾞｼﾞ放送視聴可能に

お手持ちのお手持ちのPCPCでで
地ﾃﾞｼﾞ視聴＆録画に地ﾃﾞｼﾞ視聴＆録画に

ｾｯﾄﾄｯﾌﾟﾎﾞｯｸｽ
AV-LS500V

地ﾃﾞｼﾞﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝﾁｭｰﾅｰ
HVT-T100

①①拡大するﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報家電周辺機器市場への対応拡大するﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報家電周辺機器市場への対応
～地ﾃﾞｼﾞ関連分野～～地ﾃﾞｼﾞ関連分野～
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ﾃﾞｼﾞｶﾒ画像・動画・音楽ﾃﾞｰﾀの増加を背景に、それらをTVで楽しむための
“中継装置”として“STB端末”の可能性が拡大。

⇒複数VODｻｰﾋﾞｽへのﾏﾙﾁ対応やﾃﾞｼﾞﾀﾙ機器（ﾃﾞｼﾞｶﾒ・HDDﾚｺｰﾀﾞｰ等）
との接続・拡張性を高めることで、市場を拡大・獲得してまいります。

ﾃﾞｼﾞｶﾒ画像・動画・音楽ﾃﾞｰﾀの増加を背景に、それらをﾃﾞｼﾞｶﾒ画像・動画・音楽ﾃﾞｰﾀの増加を背景に、それらをTVTVで楽しむためので楽しむための
““中継装置中継装置””としてとして““STBSTB端末端末””の可能性が拡大。の可能性が拡大。

⇒⇒複数複数VODVODｻｰﾋﾞｽへのﾏﾙﾁ対応やﾃﾞｼﾞﾀﾙ機器（ﾃﾞｼﾞｶﾒ・ｻｰﾋﾞｽへのﾏﾙﾁ対応やﾃﾞｼﾞﾀﾙ機器（ﾃﾞｼﾞｶﾒ・HDDHDDﾚｺｰﾀﾞｰ等）ﾚｺｰﾀﾞｰ等）
との接続・拡張性を高めることで、市場を拡大・獲得してまいります。との接続・拡張性を高めることで、市場を拡大・獲得してまいります。

①①拡大するﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報家電周辺機器市場への対応拡大するﾃﾞｼﾞﾀﾙ情報家電周辺機器市場への対応
～～STBSTB･･VODVOD分野～分野～

TV（ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ・ｱﾅﾛｸﾞ）
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②②法人市場の開拓法人市場の開拓
～～ 中小規模事業者向け中小規模事業者向けNAS/NAS/ｾｷｭﾘﾃｨ製品ｾｷｭﾘﾃｨ製品 ～～

•• 法規制による適切な情報管理要求の高まり（内部統制、法令遵守等）法規制による適切な情報管理要求の高まり（内部統制、法令遵守等）

•• 増加し続ける文書・ﾃﾞｰﾀによる保有ﾃﾞｰﾀの増大（ﾃﾞｰﾀ保存容量飢餓状態）増加し続ける文書・ﾃﾞｰﾀによる保有ﾃﾞｰﾀの増大（ﾃﾞｰﾀ保存容量飢餓状態）

•• 保有ﾃﾞｰﾀが事業継続に与える影響度の上昇保有ﾃﾞｰﾀが事業継続に与える影響度の上昇

何らかの対応が必要なことは理解されているが・・・何らかの対応が必要なことは理解されているが・・・
・・ 高性能だが、価格が高くて手が出ない高性能だが、価格が高くて手が出ない
・・ ＩＴ管理者が不足しており、導入・維持管理が困難ＩＴ管理者が不足しており、導入・維持管理が困難

• 低価格で、従来のﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑやｾｷｭﾘﾃｨｼｽﾃﾑと同等機能を実現し、
中小規模事業者・事業所をﾀｰｹﾞｯﾄとした市場の獲得を目指します。

HDL-GＴR ｼﾘｰｽﾞ

（大容量ﾈｯﾄﾜｰｸHDD）
HDLM-Gwin ｼﾘｰｽﾞ

（ﾈｯﾄﾜｰｸﾐﾗｰﾘﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ）

HDL-GTR2U ｼﾘｰｽﾞ

（19ｲﾝﾁﾗｯｸﾏｳﾝﾄ対応）

HDLM-G500NC
（NonCopyｻｰﾊﾞｰ）

EDS-AG
（ｾｷｭﾘﾃｨUSBﾒﾓﾘ）
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②②法人市場の開拓法人市場の開拓
～～ECOECO製品展開の推進～製品展開の推進～

ｲﾝｽﾄｰﾙするだけで液晶やHDD
の消費電力をかしこく削減！

（無償ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ対応）

統合節電ｿﾌﾄｳｪｱ統合節電ｿﾌﾄｳｪｱ

◆◆環境への意識の高まりとともに環境への意識の高まりとともに““より安全で環境にやさしい製品より安全で環境にやさしい製品””へのﾆｰｽﾞ拡大へのﾆｰｽﾞ拡大

⇒製品を快適にお使いいただきながら、「環境負荷低減」「ﾗﾝﾆﾝｸﾞｺｽﾄ削減」を
実現できる“ＥＣＯ製品（省電力・有害物質ﾌﾘｰ）”の展開を積極的に推進することで、
環境への意識の高いお客様（法人・個人）のﾆｰｽﾞにお応えしてまいります。

※省電力ﾓｰﾄﾞ利用時もしくは従来製品との
比較における節電度合いを表示しております。
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③③サービス市場の開拓サービス市場の開拓
～～ 保守サービス・ＡＳＰサービス保守サービス・ＡＳＰサービス ～～

• 従来からのハードウェア販売だけではなく、様々なサービス（保守サービス・
ＡＳＰサービス）と組み合わせることで、新しいソリューションをご提供いたします。

新事業構築新事業構築 （サービスビジネス）（サービスビジネス） に積極的にチャレンジいたします。に積極的にチャレンジいたします。

アイオー・セーフティ・サービスアイオー・セーフティ・サービス
お客様が弊社製品を安心してご利用いただくための、有償保守サービスです

安心の優先電話サービス安心の優先電話サービス

安心の定額サービス安心の定額サービス

故障時、代品をお届けし、その
場での故障品の同時引取りを
行います。

故障時、サービスマンがお客様
のところへお伺いし、故障品の
交換作業などを行います。

すぐに使えるようにしたい。
面倒なセッティングは任せたい。
そんなご要望にお答えします。

オンサイト保守オンサイト保守

デリバリー保守デリバリー保守

初回設置初回設置

Ｓｅｆｅｔｙ１Ｓｅｆｅｔｙ１Ｓｅｆｅｔｙ１

Ｓｅｆｅｔｙ2ＳｅｆｅｔｙＳｅｆｅｔｙ22

アイオーＷｅｂパイロットアイオーＷｅｂパイロット

ＡＳＰサービスとしてはユニークな親指サイズのＵＳＢ接続型親指サイズのＵＳＢ接続型
の認証キーによるセキュリティ機能の認証キーによるセキュリティ機能を設け、Ｗｅｂ運用を支援
する３種類のサービスをご提供いたします

22月月2121日サービス開始！日サービス開始！

お客様ご自身のサーバーやドメイン配下で
ブログを作成、運営できるサービスです。

ホームページ作成やＷｅｂサーバーの知識
がない方でも、ホームページの編集・作
成・管理がおこなえるサービスです。

お客様の運用サーバー上から簡単
に動画配信が行えるサービスです。

ビジネスブログの決定版！ビジネスブログの決定版！

簡単ホームページ編集！簡単ホームページ編集！

簡単Ｗｅｂ動画配信！簡単Ｗｅｂ動画配信！
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本資料お取り扱い上のご注意

１．本資料は、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、
投資勧誘を目的としたものではありません。実際に投資を行う際は、
本資料の情報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、
投資に関するご決定は皆様ご自身のご判断で行うようお願いいたします。

２．本資料中の業績予想ならびに将来予測に関する記述は、当社が資料
作成時点で入手可能な情報を基にした予想値あり、これらは経済情勢
の変動や予測不可能な不確定要因の影響を受けます。
従って、実際の業績は本資料中の予想に関する記述とは大きく異なる
可能性があることをご承知おき下さい。

３．本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切
責任を負うものではありませんのでご了承ください。



http://www.iodata.jp/

ぜひ当社ホームページをご覧下さい


