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　株主の皆様には、ますますご清祥のこととお喜び申しあ

げます。いつも格別のご支援を賜り、まことにありがとう

ございます。ここに、日機装グループの平成22年3月期（第

69期）の事業概況をご報告いたします。

当期の業績について

　第69期の業績は、受注高747億円、売上高780億円、

営業利益56億円、経常利益60億円、当期純利益32億円と

なり、前期に比べ、増収増益となりました。また、昨年 

11月に公表した業績予測に対しては、売上面ではほぼ達成

し、利益面では大きく上回ることができました。

　これは、往復動ポンプの世界的トップメーカーであるドイツ

LEWA社の買収効果、新型人工透析装置の投入による医療

部門の国内販売の好調、徹底した製造コストと経費の削減へ

の取り組みに加え、期末にかけての円安がプラスに働いたこ

となどが主な要因です。
代表取締役社長

受注高　	 （単位：百万円）

トップメッセージ

“ドイツLEWA社とのシナジー、中国  での透析装置の合弁事業、ベトナムでの航空機部品の製造など、
積極的なグローバル化戦略を通じて、さらなる成長をめざします。

前期比で増収増益。

売上高はほぼ予測どおり。
利益は予測値を大きく上回る。

第69期
決算のポイント
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H21.3H19.3 H22.3H20.3

65,399
72,531 72,395 78,019

H21.3H19.3 H22.3H20.3

　工業部門では、前半は、世界同時不況の影響を受けて、

設備投資の延期や中止が相次ぐなどたいへん厳しい状況で

したが、後半は、国内の一部および海外の市場において、顧

客における需要の回復傾向がうかがえるようになりました。

　一方、医療部門では、透析業務の効率化・省力化の機能

を追加した新型人工透析装置が売上に貢献し、ダイアライ

ザー、血液回路、粉末型透析用剤などの透析関連消耗品の

売上も伸ばしました。また、海外においても、南米や中国

向けの人工透析装置の販売台数が順調に増加しました。

成長に向けての取り組み

　従来の国内マーケット中心のビジネスから、グローバル化

を強く意識した経営へ舵を切ったのが平成18年でした。その

後、販路の拡大に合わせて生産設備の整備や海外シフトを積

極的に進め、当社グループは、順調に成長を遂げてきました。

今後も、その方向性を維持強化していく方針ですが、ここ

で、グローバル化に向けて当社グループが現在取り組んでい

る3つの重要な経営施策についてご報告します。

１．ドイツLEWA社の状況
　昨年8月に、ドイツのLEWA社を買収しました。その後、

生産や販売のシナジーを最大限に生かすべく検討を重ねてい

ますが、当初考えていた以上に、日機装とLEWA社とのグ

ループ化効果は大きいと実感しています。とくに、オイル・

ガス業界を主力とするLEWA社がその業界情報を駆使して

LNG用クライオジェニックポンプやキャンドモーターポン

プなどの日機装製品を販売できるとか、これまでポンプ単体

の営業にとどまっていたアジア・日本の日機装のポンプ市場

に、LEWA社のより大型で高効率な製品やシステムエンジニ

アリングを使ったソリューション型営業を推進できるなど、

今後のインダストリアル事業の新しい展開が見えてきまし

た。すでにLEWA社の充実した海外営業拠点を軸とした拠点

再編成に着手しましたが、中期業務計画の中で、具体的な業

経常利益　	 （単位：百万円）売上高　	 （単位：百万円）

”
ドイツLEWA社とのシナジー、中国  での透析装置の合弁事業、ベトナムでの航空機部品の製造など、
積極的なグローバル化戦略を通じて、さらなる成長をめざします。

H21.3H19.3 H22.3H20.3

4,015
3,657

1,367

3,239

当期純利益	 （単位：百万円）
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績目標をもって取り組んでいく所存です。

２．中国の透析装置製造合弁事業
　本年４月、中国の医療用具メーカー最大手の威高（ウェイ

ガオ）グループとの間で、中国内での人工透析装置の製造、

販売、メンテナンスを目的とする合弁会社を設立することに

合意しました。中国には、透析を必要とする腎臓疾患を持つ

方が150万人いるといわれています。ちなみに、現在、中

国には10万人、日本では30万人、世界には150万人の透

析患者がいると推計されていますが、中国で透析医療が普及

すれば、世界の透析市場が一挙に2倍の大きさになることを

意味します。中国政府が平成23年度までに8,500億元（約

11兆円）の財政支出を使って医療制度改革に乗り出すとい

う方針を受けて、人工透析の分野でも施設整備の計画が進

みつつあります。日機装グループは、現地の医療機器メー

カーの営業力と日機装が日本の透析医療の歴史の中で培って

きた透析装置の製造技術とメンテナンスの経験と技術で、こ

の巨大市場に本格的に参入します。

３．ベトナム工場における航空機部品の生産
　航空宇宙事業本部では、カスケード以外ではじめて複合材

製航空機部品の受注に成功し、ベトナムのハノイ近郊の新工

場で、ボーイング社777向けの部品生産を開始しました。

ベトナム拠点の優位性に注目してカスケード以外の航空機部

品についてもいろいろ引き合いをいただき検討中ですが、 

4〜5年後には、現静岡工場のカスケード生産とほぼ同程度

の生産規模となる可能性もあり、価格競争力のある生産 

拠点として大事に育てていきたいと考えています。

これからの日機装グループ

　今後も、日機装グループを取り巻く環境は厳しいものと予

想していますが、中長期的な方針のもと、事業のグローバル

化、戦略的な事業展開、生産性の向上、開発強化などの経営

課題に積極的に取り組み、将来に向けて事業基盤の強化を着

実に進めていきます。

　株主の皆様のいっそうのご支援をお願い申しあげます。

平成22年6月

トップメッセージ

日機装
本社メディカル

合弁会社

LEWA社

航空宇宙
工場

日機装グループの
グローバル展開

■海外拠点・関係会社	
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Close Up 
NIKKISO
担当役員に聞く

日機装グループでは、新しい中期方針のもとで、さまざまな重点施策を策定・実行しています。
ここでは、その中でもとくに重要な施策である「事業のグローバル化」、「インダストリアル事
業の再編」、「技術の日機装の再生」の３つの重点施策について、それぞれの担当役員に、今後
の抱負を語ってもらいました。

事業のグローバル化INTERVIEW1

当期（平成22年3月期）の 
海外事業におけるトピックスを 
お願いします。

Q

主要なものとして、ドイツのLEWA社買
収と中国での合弁会社設立を挙げたいと思
います。LEWA社については、昨年8月に
買収し、当社グループの本年3月期の業績
に少なからぬ寄与がありました。今後は、
LEWA社の工業用大型往復動ポンプのトッ
プブランドが日機装グループの製品群に加
わり、より強力な営業展開ができるように
なります。いっぽう、中国においては、全
土に広範な販売網を持つ医療用具のトップ
メーカーである威高（ウェイガオ）グルー
プとの間で、人工透析装置の製造販売とメ
ンテナンスを行なう合弁会社の立ち上げで
合意し、中国という今後飛躍的に成長が期
待できる市場に、事業展開の枠組みを作る
ことができました。

LEWA社買収による
顧客のメリットは何ですか？Q

ソリューションを提供できることです。
LEWA社が長年培ってきたシステム製品の
ノウハウを共有することによって、単にお
客様の希望どおりの製品を供給するだけで
はなく、お客様が抱えるさまざまな問題や
悩みに対して積極的に解決策を提示できる
ようになります。このことは、お客様に 

米国で売上が増加し、とくにシンガポール
の販社は、売上、収益ともに大きく増加し
ました。

海外担当役員として、今後の
グローバル戦略について
教えてください。

Q

当社は平成18年以降、海外戦略を積極的
に展開し、業績も順調に拡大してきました。
これまでにお話ししたLEWA社の買収も、
中国における合弁会社設立も、その延長線
上にあります。日本を技術開発の拠点とし、
日本マーケットを中核にしながらも、今後
もさまざまな形でのグローバル戦略を展開
し、海外事業の拡大と強化を積極的に進め
ていくつもりです。

とって大きなメリットになると確信してい
ます。さらに、定量ポンプの新製品投入に
より、製品のラインアップを完備し、オイ
ル・ガス以外の分野においても、多くのメ
リットをご提供できるようになります。

LEWA社の業績について、
どのように見ていますか？Q

昨年度のLEWA社の業績も、世界同時不
況の影響を受けました。しかし、LEWA社
の最大の市場であるオイル・ガス業界に対
する売上・収益は、この環境下にあっても
減少幅はさほど大きくなく、日機装グルー
プの底支えとなりました。また、LEWA社
の昨年度の受注は、過去最高の水準となり
ました。地域別に見ますと、東南アジアや

取締役　事業戦略およびヨーロッパ地域担当

中村　洋

海外事業の拡大と強化を
積極的に進めていきます。

4

010_0567001302206.indd   4 2010/07/08   17:45:27



Close Up 
NIKKISO

この統合により、具体的に
どのような効果が期待できますか？Q

　まず、それぞれが持つ販売網の相互補完
を積極的に進めることにより、全世界の
マーケットにおいて営業力を強化すること
が可能となります。また、日機装の品質の
高い製品やサービスを海外の地域ごとに 
求められる品質や価格で提供することが 
グローバル化を進めるにあたって重要な 
課題ですが、それが｢三位一体｣となること
でこれまで以上にやりやすくなります。 
さらに、世界トップレベルの製品のライン
アップが可能となります。

顧客はどのようなメリットを享受
できるのでしょうか？Q

この統合のもう一つの重要な目的は、製
品単体ビジネスとシステム技術ビジネスの
融合です。これにより、従来の製品単体の
販売ではできなかった顧客ニーズに適した
システム・ソリューションをご提供してい

本年4月に、「ポンプ事業本部」と
「ISOL事業本部」を「インダスト
リアル事業本部」に統合しました
が、その目的を教えてください。

Q

約半世紀にわたり、当社ではポンプ事業
本部とISOL事業本部は別々に事業を行な
ってきましたが、昨年8月に買収したドイ
ツのLEWA社の新たな戦力とともにしっか
りとした成長を実現するには、両事業本部
を統合し、新たな枠組みの組織体に再編す
る必要がありました。すなわち、ポンプ事
業本部、ISOL事業本部、LEWA社が三位
一体となって、グローバルなマーケットの
中で、それぞれの生産拠点、販売網、製品
構成を融合させ、最適化することが最も重
要な目的です。

担当役員に聞く
インダストリアル事業の再編INTERVIEW2

きます。常にお客様の立場に立ちながら、
これまでにはなかったさまざまな提案や製
品の組み合わせによる複合サービスをお客
様に積極的にご提供していきます。また、
現地に適したシリーズ製品の販売とグロー
バルなアフターサービス体制の拡充を推進
します。

今後の展望について
教えてください。Q

世界同時不況の影響が残る中、急速な景
気回復は見込みにくく、今年度も厳しい事
業環境が続くと見ています。しかし、日機
装は、LEWA社を含めた新生「インダスト
リアル事業本部」として総合的な生産・販
売の体制が整いつつあり、今後は、それら
が機能して、着実に成長していくと確信し
ています。航空宇宙事業本部を含めた当社
の工業部門が医療部門とともに、当社グ
ループの力強い両輪として、坂の上の雲を
目指します。

新生「インダストリアル事業本部」が
三位一体で新たな市場・世界にチャレンジします。
取締役　工業部門担当

野上　宏 
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株式会社日機装技術研究所の
設立の目的と理念について
教えてください。

Q

日機装グループの業容が拡大する中、中
長期的な視点に立った新しい製品や技術の
研究開発が不可欠との認識のもとで、日機
装グループ全体のもの作りの拠点として、
昨年7月に、株式会社日機装技術研究所を
設立しました。

研究開発の費用対効果やスケジュールを
明確にすると同時に、研究開発に集中し思
い切ったことができるように、一般的な企
業内のR&D組織とは異なり、独立した株式
会社の形態にしました。そして、当研究所
は、研究開発に対する夢と情熱を持った若
手を主体にメンバーを構成し、「技術の日
機装の再生」と「未来への飛躍を見据えた
基盤づくり」を設立の理念に掲げています。

どのような基準で研究開発の
テーマを選定するのですか？Q

これからの研究開発者は、技術だけを見
ていてはいけません。常に市場を意識し、
中長期での市場の変化を先読みした新製品
の開発を目指さなければなりません。その
ような視点で、研究開発に対するヒト・ 
モノ・カネの経営資源の選択と集中を大胆
に行ない、5年以内に確実に成果を出せる
ように、現在、研究開発テーマを絞り込ん

外拠点を含めたグループ企業間で、それぞ
れが持つユニークな技術や技能または情報
を共有するためのハブとしての機能を発揮
することです。日機装グループが保有する
固有技術や技能を可視化できる環境を整
え、新しい技術や技能の発信基地になるこ
とを目指します。

顧客はどのようなメリットを
享受できるのでしょうか？Q

日ごろからお客様の声に真摯に耳を傾け、
全員一丸となって、これまで以上にお客様
の満足度の高い製品やサービスをタイム
リーにご提供していきます。ぜひ、「日機装
技術研究所」の今後の活躍にご期待くだ 
さい。

でいるところです。
そこでは、新しい市場を開拓できる魅力

的な新製品・新技術か、当社が強みを持つ
従来技術を生かせるか、製品技術と製造技
術の融合によるシナジーが大きいかといっ
た観点が、テーマ選定の重要な基準となり
ます。

日機装技術研究所の特長は
何でしょうか？Q

次世代を担う技術者を育てる一方で、日
頃から経営感覚を身に付けさせ、5年ない
し10年後の日機装グループのリーダーと
なる人材を送り出したい。さらに、研究開
発を通じて、「オール日機装の意識」の発
信基地としての役割を果たしていきたいと
考えています。すなわち、事業本部間や海

技術の日機装の再生INTERVIEW3

株式会社日機装技術研究所　代表取締役社長

房前　芳一

新しい技術や技能の
発信基地になります。
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ドイツLEWA社とのグループ効果

の生産体制を確立し、その後フル稼働

へ移行していきます。

本年1月、ベトナムのハノイ市郊外

（フンイエン省）に当社子会社Nikkiso 

Vietnam, Inc.の新工場が完成しまし

た。同工場は、今後旺盛な需要が見込

まれる航空宇宙分野、エネルギー分

野、医療機器分野において、当社の主

力製品の生産を補完する重要な海外拠

点として位置づけています。まず、本

年6月までに、航空機部品のブロッ

カードアやその他のエンジン周辺部品

日機装が得意とする幅広い遠心ポンプ

製品に、平成21年8月に買収したドイツ

LEWA社の世界トップレベルの往復動

ポンプ製品が加わって製品ラインアップ

が整備されました。また、日機装が得意

とする日本やアジアマーケットに加え、

LEWA社の本社拠点である欧州各国を

はじめとする世界の強力なサービスネッ

トワークが追加され、マーケットもお互

いに補完関係が構築され、予想以上の 

グループ効果を実感しています。

トピックス

Nikkiso	Vietnam,	inc.	新工場

無漏洩
キャンドモータポンプ

大型往復動
ダイヤフラムポンプ

往復動ポンプ システム製品

大型往復動ブランジャポンプ

液化ガス用
極低温ポンプ

日機装
LEWA

＜共通製品＞

ベトナム新工場完成

日機装とLEWA社との製品補完関係
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合弁契約調印式

本年４月、当社は、中国政府の医療

改革を受けて、今後急速に拡大が見込

まれる中国の透析市場に本格的に参入

するため、中国の最大手医療用具メー

カーである威高（ウェイガオ）グルー

プと透析事業における戦略的業務提携

に関する基本契約を締結しました。人

工透析装置の製造販売とメンテナンス

を行なう合弁会社を中国山東省に設立

し、積極的な事業展開を進めます。当

社の人工透析装置の高い技術力と威高

グループの広範な販売網とを融合さ

金沢製作所併設の「宗桂会館」内に

ある製品展示室をリニューアル・オー

プンしました。当社メディカル事業の

人工透析関連製品を中心に、アフェ

レーシス（血液浄化療法）や新型人工

膵臓といった当社が取り組む最先端の

医療技術をご紹介するとともに、ドイ

ツLEWA社製ポンプや炭素繊維複合材

製品のカスケード、ブロッカードアを

実寸大の航空機ジェットエンジンの模型
LEWA社ポンプ（右） 人工透析装置

実物大カスケード 金沢の伝統工芸　加賀象嵌

に組み展示しています。また、会館内

では、当社がメセナ活動の一環として

支援する金沢の伝統工芸「加賀象嵌（か

がぞうがん）」作品の数々をご覧いた

だけます。お近くにお越しの際は、ぜ

ひお立ち寄りください。

開 館 時 間： 午前10時〜午後4時
 （入館は3時半まで）
休　館　日： 年中無休
入　館　料： 無料
お問合わせ： 076-257-4277
 （宗桂会館事務所）

せ、中国の透析市場における高シェア

獲得をめざします。

金沢製作所　製品展示室をリニューアル・オープン

中国威高（ウェイガオ）グループとの合弁会社設立
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連結貸借対照表
（単位：百万円、百万円未満切捨て）

当 連 結
会 計 年 度 末

前 連 結
会 計 年 度 末

平成22年3月31日現在 平成21年3月31日現在

資産の部
流動資産 55,598 52,689
固定資産 59,532 30,997

有形固定資産 20,677 19,035
無形固定資産 27,693 1,727
投資その他の資産 11,161 10,234

資産合計 115,130 83,687
負債の部
流動負債 30,838 24,657
固定負債 36,775 22,308
負債合計 67,613 46,965
純資産の部
株主資本 46,927 37,557

資本金 6,544 6,094
資本剰余金 10,700 10,265
利益剰余金 30,508 29,471
自己株式 △825 △8,274

評価・換算差額等 △333 △1,314
少数株主持分 923 479
純資産合計 47,517 36,721
負債純資産合計 115,130 83,687

連結損益計算書
（単位：百万円、百万円未満切捨て）

当 連 結
会 計 年 度

前 連 結
会 計 年 度

平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

平成20年4月  1日から
平成21年3月31日まで

売上高 78,019 72,395

売上原価 53,771 51,301

売上総利益 24,248 21,093

販売費及び一般管理費 18,585 16,322

営業利益 5,662 4,771

営業外収益 1,296 1,089

営業外費用 936 1,698

経常利益 6,022 4,161

特別利益 11 16

特別損失 1,007 1,851

税金等調整前当期純利益 5,026 2,326

法人税等 1,629 905

少数株主利益 157 54

当期純利益 3,239 1,367

連結財務諸表

❶LEWA社買収により、のれん代を計上（固定資産増加）し、
長期借入を実施（固定負債増加）しました。のれん代は、今後
20年間で均等償却します。

❷昨年11月に公募増資の実施や自己株式売出しにより、純資産
が増加しました。総資産1,000億円台となり、自己資本比率
40％台を回復しました。

❶前期比で増収増益となりました。

❷売上高は、ほぼ予測どおりの水準となりました。

❸採算性重視の営業展開、コスト削減の努力、期末にかけて為
替が円安になったこともあり、利益は予測額を大きく上回り
ました。

❹LEWA社の業績が寄与し、買収費用やのれん償却費を計上し
ております。

連結貸借対照表のポイント 連結損益計算書のポイント
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連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円、百万円未満切捨て）

当 連 結
会 計 年 度

前 連 結
会 計 年 度

平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

平成20年4月  1日から
平成21年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,674  4,409

投資活動によるキャッシュ・フロー  △25,208  △3,921

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,005  △885

現金及び現金同等物に係る換算差額  △15  △338

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,455  △735

現金及び現金同等物の期首残高 9,830  10,565

現金及び現金同等物の当期末残高 11,298  9,830

連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円、百万円未満切捨て）
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
少 数
株 主 持 分

純 資 産
合 計資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成21年3月31日残高 6,094 10,265 29,471 △8,274 37,557 98 △1,412 △1,314 479 36,721

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 449 449 898 898

　剰余金の配当 △751 △751 △751

　当期純利益 3,239 3,239 3,239

　自己株式の取得 △11 △11 △11

　自己株式の処分 △14 △1,451 7,459 5,994 5,994

　株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） 734 246 981 444 1,425

連結会計年度中の変動額合計 449 434 1,036 7,448 9,370 734 246 981 444 10,795

平成22年3月31日残高 6,544 10,700 30,508 △825 46,927 832 △1,166 △333 923 47,517

❶営業キャッシュ・フローは、棚卸資産減少や法人税等の
還付などによる収入が主な増加要因です。

❷投資キャッシュ・フローは、LEWA社買収による投資
が主な減少要因です。

❷財務キャッシュ・フローは、LEWA社買収に関連した
資金調達によるもので、長期借入金の収入、公募増資、
自己株式の処分による株式売出しの収入が主な増加要因
です。

連結キャッシュ・フロー計算書のポイント

http://www.nikkiso.co.jp/ir/詳しい決算情報は
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　前半、世界同時不況の影響を受けて設
備投資の延期や中止が相次ぐなど大変厳
しい状況でした。後半は、国内では景気
先行きの不透明感から設備投資に慎重な
姿勢が続く一方、エネルギー関連業界で
商談活発化の兆しが見え始め、海外では
中東向けのクライオジェニックポンプの
大口受注などがあり、投資の回復傾向が
うかがえるようになりました。このよう
な中、昨年８月、往復動ポンプのトップ
メーカーで、当社とは製品群、技術およ
び販路において強い補完関係にある
LEWA社を買収し、世界市場へ向けた事
業展開を積極的に進めました。

　電力各社が設備投資に慎重な姿勢を見
せる中、水質調整装置の既存設備への改
善提案を積極的に行ない拡販に努めまし
た。世界同時不況の影響を受けた電子部
品製造装置の関連業界や粉粒体測定装置
の関連業界では年度後半から回復基調に
なり、海外向けの大型ラミネータの受注
や欧米での粒度分布測定装置の売上が順
調な様相を見せ始めています。

①ポンプ事業本部

受注高 7,443百万円（ 14.5％減）

売上高 7,288百万円（ 18.3％減）

②ISOL事業本部

事業内容
　火力・原子力
発電所向け水質
調 整 シ ス テ ム、
精密電子部品の
生産に使用され
る高圧処理装置、
粉粒体の計測に用いる粒度分析計などの製
造・販売・メンテナンスを行なっています。

原子力発電所向けサンプリングラック
（試料採取装置）

　世界同時不況の影響により、既存航空
機種向けのカスケードは、顧客からの減
産や納期延期要請により、スペア品を含
めて需要の低迷が続きました。また、新
機種向けの製品開発はスケジュールどお
り実施しましたが、量産までには至りませ
んでした。さらに持続する円高も要因とな
り、受注・売上とも前半を中心に減少しま
した。一方、新たに受注したボーイング社
製民間航空機B777用ブロッカードアは、
ほぼスケジュールどおり昨年６月から量産
品の生産・出荷を開始しています。

③航空宇宙事業本部

事業内容
　炭素繊維強化複合
材成形部品の製造・
販売・コンサルティ
ングを行なっていま
す。主要製品は、民間
航空機用ジェットエン
ジンの逆噴射装置用部
品（カスケードおよび
ブロッカードア）です。

受注高 3,994百万円（ 9.3％減）

売上高 3,996百万円（ 9.4％減）

ブロッカードア

カスケード

受注高 22,225百万円（ 34.4％増）

売上高 25,948百万円（ 19.8％増）

事業内容
　石油化学・液化ガスな
どのエネルギー、上下水
道、食品など、幅広い分
野で使用される特殊ポン
プの製造・販売・メンテ
ナンスを行なっています。
　無漏洩ポンプ、高精度
定量注入ポンプ、高速遠心ポンプ、極低温用
ポンプなどが主力製品です。

クライオジェニックポンプ
（極低温液化ガスポンプ）

第69期　部門別の事業の概況

※ 本年４月に「ポンプ事業本部」と「ISOL事業本部」を「インダストリアル事業本部」に統合しました。
　詳しくは、P5「INTERVIEW2 インダストリアル事業の再編」をご参照ください。
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受注高 33,663百万円（  13.5％増）

売上高 37,233百万円（  6.4％増）

工業部門 （　）内は前年同期比

受注高 3,994百万円（ 9.3％減）

売上高 3,996百万円（ 9.4％減）

医療部門

　国内では、透析業務の効率化・省力化に貢献す
る機能を追加した新型の人工透析装置が売上増加
に寄与しました。ダイアライザー、血液回路および
粉末型透析用剤等の血液透析関連消耗品について
も売上を伸ばしました。一方、海外では、円高の影
響を受けつつも、南米や中国向けの
人工透析装置の販売台数増加により
売上が順調に伸びています。

④メディカル事業本部

受注高 41,107百万円（ 8.3％増）

売上高 40,786百万円（ 9.1％増）

（　）内は前年同期比

9.3%
②

52.3%
④

33.3%
①

5.1%
③

事業本部別

売上構成比
事業内容
　人工透析装置、ダイアライザー、
血液回路、粉末型透析用剤、血糖管
理装置（人工膵臓）などの医療機器・
医薬品の研究開発、製造・販売から
メンテナンスまでを一貫して行なっ
ています。

海外向け
（個人用透析装置）

DBB-06

10.0

5.3

9.3

4.3 3.6

1.6

7.8

3.3

H21.3H19.3 H22.3H20.3

株主資本純利益率（ROE）
総資産利益率（ROA）

60.44 56.59

21.46

47.49

H21.3H19.3 H22.3H20.3

80,144
91,156 83,687

115,130

39,430 40,280 36,721
47,517

H21.3H19.3 H22.3H20.3

株主資本純利益率（ROE）／総資産利益率（ROA）	（単位：%）1株当たり当期純利益　	 （単位：円）総資産・純資産　■純資産	 （単位：百万円）
■総資産

医療部門
52.3％

工業部門
47.7％
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会社概要・株式の状況

有限責任監査法人トーマツ

代表取締役社長 甲斐　敏彦
取締役 木下　　博
取締役 中村　　洋
取締役 野上　　宏
取締役 西脇　　章
取締役 圓尾　樹生
取締役 本間　　久
常勤監査役 山本　光祥
常勤監査役 国政　慈志
監査役 中根堅次郎
監査役 菊地裕太郎

執行役員 田代　初男
執行役員 長門　祥一
執行役員 伴　　信彦
執行役員 千葉　敏昭
執行役員 林　　清秀
執行役員 宮田　博明
執行役員 紅林　哲夫
執行役員 鹿野　直太
執行役員 村瀬　康男

創業日 昭和28年12月26日
（登記上の設立日は昭和25年3月7日）

資本金 6,544,339,191円
従業員数 連結　4,691名　　当社単独　1,372名

会社の概況（平成22年3月31日現在） 株式の状況（平成22年3月31日現在）

役員・執行役員（平成22年6月22日現在）

会計監査人（平成22年6月22日現在）

大株主（平成22年3月31日現在）

株主名 持株数（千株）出資比率（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口) 5,922 7.47

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口) 3,165 3.99

株式会社みずほ銀行 3,102 3.91

株式会社みずほコーポレート銀行 2,577 3.25

日機装持株会 2,036 2.57

三井住友海上火災保険株式会社 1,966 2.48

日機装従業員持株会 1,944 2.45

バンク　オブ　ニューヨーク　ジーシーエム　
クライアント　アカウント　ジェイピーアールディ
アイエスジー　エフイー－エイシー

1,840 2.32

株式会社三菱東京UFJ銀行 1,822 2.30

日本生命保険相互会社 1,500 1.89

発行可能株式総数 249,500,000株
発行済株式の総数 80,286,464株

（うち自己株式 999,384株）
株主数 9,266名
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ネットワーク（平成22年6月22日現在）

米国

英国 ドイツ

アラブ首長国連邦
タイ ベトナム

シンガポール

台湾

中国
韓国

米国

英国 ドイツ

アラブ首長国連邦
タイ ベトナム

シンガポール

台湾

中国
韓国

（旧ISOL事業本部）
■ メンテナンスサービス・工事
日機装テクニカ株式会社
■ 海外製造・販売
台湾日機装股份有限公司（工業部門）
Microtrac, Inc.
■ 製造・販売
日機装サーモ株式会社

航空宇宙事業本部

Nikkiso Vietnam, Inc.

メディカル事業本部
■ 販売・メンテナンスサービス
日機装東北医工株式会社
■ メンテナンスサービス
日機装M.E.S.株式会社
■ 海外製造・販売
M.E.Nikkiso Co., Ltd.
Nikkiso Vietnam MFG Co., Ltd.
■ 海外販売・サービス
台湾日機装股份有限公司（医療部門）
上海日機装貿易有限公司
Nikkiso Medical Korea Co., Ltd.
Nikkiso Medical（Thailand）Co., Ltd.

共通部門

Nikkiso Europe GmbH
Nikkiso America, Inc.
日機装（上海）投資管理 詢有限公司
株式会社日機装技術研究所
創光科学株式会社

インダストリアル事業

（旧ポンプ事業本部）
■ 製造・販売
日機装エイコー株式会社
サンダイン日機装株式会社
■ メンテナンスサービス
日機装リューキテクノ株式会社
■ 海外製造・販売
LEWA GmbH
Nikkiso Cryo, Inc.
上海日機装ノンシールポンプ有限公司
Nikkiso Pumps America, Inc.
Nikkiso Pumps Korea Ltd.
Nikkiso-KSB GmbH

●駐在員事務所　●関係会社

グループ会社一覧

海外拠点・関係会社

国内拠点・関係会社

静岡製作所

東村山製作所

金沢製作所

本社（東京・渋谷区）

●営業拠点　●生産拠点　●関係会社

東村山製作所 静岡製作所 金沢製作所
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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　毎年3月31日

期末配当　　　毎年3月31日
中間配当　　　毎年9月30日

株主名簿管理人 （1）事務取扱所（お問い合わせおよび郵便物送付先）

〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
電話 0120-78-2031（フリーダイヤル）

（2）取次所
中央三井信託銀行株式会社  全国各支店
日本証券代行株式会社  本店・全国各支店

単元株式数 1,000株
公告の方法 電子公告の方法により行ないます。

ただし、やむを得ない事由により電子公告を 
することができない場合は、日本経済新聞に 
掲載します。
公告掲載の当社ホームページアドレス
http://www.nikkiso.co.jp

上場証券取引所 東京証券取引所（証券コード6376）

〒150-8677  東京都渋谷区恵比寿3丁目43番2号
電話 03-3443-3711

本冊子は、「ニューVマットFSC-
MX」を使用し、「大豆油インキ」 
で印刷しています。

当社ウェブサイト等のIR情報をご覧ください。

http://www.nikkiso.co.jp

ホームページサイト

http://m-ir.jp/c/6376

モバイルサイト

　株主メモ

　住所変更、単元未満株式の買取請求・買増請求につ
きましては、口座を開設されている口座管理機関（証
券会社等）で取り扱います。お取引をされている証券
会社等にお問い合わせください。
　なお、特別口座にて管理されている株式については、
特別口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社で
の取り扱いとなります。お問い合わせ先は左記株主名
簿管理人と同じです。

住所変更、単元未満株式の買取・買増等の
取り扱い先について

お知らせ

第69回定時株主総会の決議結果のお知らせ

去る6月22日に開催された当社第69回定時株主総会の
決議結果等は、当社ホームページの「株主・投資家向け
情報」ページからご覧いただけます。

http://www.nikkiso.co.jp/ir/
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