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受注・売上・営業利益は増加となるも、経常利益では減少

　当第2四半期累計期間の業績は、受注高415億円、売上高391
億円、営業利益19億円、経常利益10億円、四半期純利益4億円
を計上しました。
　昨年8月に買収した往復動ポンプの世界トップメーカーである
LEWAグループの業績寄与、メディカル事業の新製品の順調な推
移、航空宇宙事業の業績回復などを受けて、受注高、売上高、営業
利益は前年同期に比べ増収増益を確保いたしましたが、円高の急
速な進行や株価低迷の影響を受け、経常利益、四半期純利益では
減少しました。
　工業部門では、リーマンショックによる景気後退後受注が大幅
に低迷し売上減少を見込んでおりましたが、LEWAグループの業
績が加わり、水質調整システム・電子部品製造装置・粉体計測器
が売上増加に貢献しています。さらに、停滞していた航空機業界
も活発化のきざしが見え始めており、航空宇宙事業の売上も増加
してきています。
　医療部門では、国内では診療報酬の改定により透析機器や関連
消耗品の販売競争が激化する中、透析業務の省力化に貢献する新
製品や新たに認可を取得した透析装置が売上を伸ばしています。
また血液回路の販売やメンテナンス・工事による売上が好調で、
本年７月に日本国内の販売を譲り受けたフレゼニウス社製ダイア
ライザーの売上も業績に寄与するなど順調に推移しています。一
方、海外向け製品の輸出が円高の影響を受けました。

LEWA社との戦略的事業展開、透析装置の中国　 生産、航空機部品のベトナム生産などの
グローバル化促進と、透析の総合医療メーカー　 としてさらなる成長へ

売上高	 ■第2四半期� （単位：百万円）
	 ■通期

受注高	 ■第2四半期� （単位：百万円）
	 ■通期

株主の皆様へ

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23年3月期

（第70期）上半期の事業概況をご報告いた

します。

第70期上半期決算のポイント

代表取締役社長

昨年買収したLEWAグループの業績寄与
などにより、受注高、売上高は増収1
営業利益は増益を確保するも、
経常利益、四半期純利益は減益2
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海外展開を積極的に推進中

1.	LEWA社との戦略的事業展開を加速します。
　日機装とLEWA社とのグループ化効果は、当初考えていた以上
に大きいと実感しています。「往復動ポンプ世界トップの技術力」、

「世界に広がる自前の生産・販売拠点」の積極的活用と日機装と
の一体化を推進します。その一つが、往復動ポンプを世界標準で
あるLEWA製品へ統合促進することです。既に本年7月から日本
をはじめアジアのお客様向けに販売を開始しています。
　そして、ドイツのLEWA社本社をポンプ事業の海外戦略本部と
して位置づけ、海外展開をさらに積極的に進めます。日機装製の
クライオジェニックポンプやキャンドモーターポンプを含め、両
社の製品をお客様のニーズに応じて提供するため、海外エリアご
との地域体制を整備して展開します。

2.	中国透析事業の合弁会社の本格稼働に向けた整備を着実に展
開しています。

　本年4月、中国医療用具メーカー最大手の威高（ウェイガオ）グ
ループと、中国における透析装置の製造・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。現在、事業
の展開に向けた整備を着実に進めています。
　世界150万人と推計される透析患者数。これとほぼ同じ人数が、
中国で透析を必要とする腎臓疾患を持つ方がいると言われていま
す。中国での透析医療の整備計画の方針を受けて、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の持つ透析装置

LEWA社との戦略的事業展開、透析装置の中国　 生産、航空機部品のベトナム生産などの
グローバル化促進と、透析の総合医療メーカー　 としてさらなる成長へ

の製造技術とメンテナンスの経験と技術で、この巨大市場に参入
します。

3.	航空宇宙事業におけるベトナム生産を推進します。
　航空宇宙事業の主力製品であるカスケードはもとより、カス
ケード以外の受注も積極的に促進しています。ドル・円為替変動
の影響緩和や原材料のドル建て調達、ベトナムでの生産によるメ
リットなどを生かすことで、多くの航空機メーカー、部品メー
カーの注目を浴びており、当初の予想以上のペースで生産規模の
拡大を見込んでいます。

透析の総合医療メーカーへ

　本年7月、世界透析事業のトップメーカーであるドイツのフレ
ゼニウス社の日本法人から、透析製品販売事業の譲渡を受け、販
売を開始しました。透析装置における国内トップシェアを生かし
た販売網をフルに活用し、当社PEPA膜ダイアライザーにフレゼ
ニウス社製ダイアライザーを加え、ダイアライザー市場の拡大を
目指します。
　また、同時に、当社にとって新規分野である腹膜透析の販売事
業にも参入します。
　そして、従来からの血液透析の分野だけでなく、広く腹膜透析
も含めた透析の総合医療メーカーとして、さらなる業績の拡大に
努めてまいります。

四半期（当期）純利益	 ■第2四半期�（単位：百万円）
� ■通期

経常利益	 ■第2四半期� （単位：百万円）
	 ■通期

営業利益	 ■第2四半期� （単位：百万円）
	 ■通期
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Close Up 
NIKKISO

各国のLEWA社拠点に営業・
サービス機能を統合し、海外事業を再編

LEWA社は欧米をはじめとするグロー
バルスタンダードな規格への対応力があ
り、また世界に自前の販売・サービス拠
点や生産拠点を持っています。一方、日
機装は日本の厳しい品質基準への対応力
や研究開発力を持っています。この双方
の特徴を活かし、ドイツLEWA社を世界
戦略本部として位置づけ、拠点の再編に
着手しています。

北米では、日機装のアメリカ販売拠点
を、優位性の高いLEWA社の現地法人に
統合を進めております。今後、さらに世
界中に広がるネットワークを再編し、構
築して参ります。

グループ全体の特徴を活かし、
ポンプ・システム事業のグローバル展開中

昨年8月、LEWA社を買収しグループ企
業として迎え入れ、両社間で統合チームを
編成し、業務を遂行しつつお互いの理解を
深め方向性を見出してきました。その見出
した重要な方向性とは、ひとつが、日機装
が、品質・研究開発を更に追求しつつ、豊
富なアプリケーションノウハウである多機
能性や高機能性をもつ製品力を生かすこ
と。もうひとつが、LEWA社の持つ世界戦
略製品と、人材やグローバル拠点としての
優位性を生かすことです。そして、これら
を最大限に活かした戦略的事業展開を進
めることが何より重要です。このため、ド
イツLEWA社を世界戦略本部として位置
づけ、日機装とLEWA社が一体となった再
編を行うことを決定しました。

さらに、日機装とLEWA社の製品で一部
重複した製品を、LEWA社製品に統合。ま
た、相互に製品を販売すべく、取り組みを
進めています。

昨年のLEWA社買収から1年を経て、今年7月に同社製品の販売を開始したインダストリアル事
業。また、フレゼニウスメディカルケアジャパン社から、透析関連製品の国内販売事業を譲り受
けたメディカル事業。当社グループの今後の方向性を示す、これらの大きな変化について、2名
のキーパーソンに話を訊きました。

双方の特徴を相互に補完し、幅広い領域で
付加価値の高いビジネスを展開

日本市場の特殊性と高度かつ多様な要求
に対応してきた日機装のポンプ製品は、特
に多機能化・高機能化における優位性があ
ります。一方、LEWA社は、個々の製品に
おける高品質はもとより、周辺機器を含む
システム・パッケージ販売や、問題解決型
のソリューション提案力に強みがあります。
日機装でもこのシステム化製品の取組を強
化するため、旧ポンプ事業と旧ISOL事業

（水質調整システム等の事業部門）との統合
を、本年4月から実施しています。

また、LEWA社は、日機装の強みである
石油化学分野にとどまらず、医療分野や食
品分野などのポンプ製品も扱っています。
今後、双方の特徴を相互補完し、幅広い領
域で付加価値の高いビジネスを展開してい
きます。大型往復動

ダイヤフラムポンプ

INTERVIEW1 LEWA社との協働によるポンプ・システム事業のグローバル展開

海外事業の拡大に必要な
基盤を確保。
拠点統合による本格展開を
開始します。

執行役員 インダストリアル事業本部
海外事業統括

鹿野　直太
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透析関連の世界最大グループからの
事業譲受。その経緯と当社に
もたらされるメリット

フレゼニウスメディカルケアジャパン（以
下、「フレゼニウスジャパン社」）は、115ヵ
国以上で事業展開する世界最大の透析関連
企業グループ、フレゼニウスメディカルケ
ア社（本社ドイツ）の日本法人です。同社は、
日本国内に透析装置およびダイアライザー
を主体とした製造販売を行なっており、当
社のメディカル事業と競合関係にありまし
た。血液透析だけでなく腹膜透析分野も手
掛けている点が、当社と異なりました。

本年８月、当社はフレゼニウスジャパン
社の日本における血液透析関連のダイアラ
イザー販売事業および日本での腹膜透析販
売事業について、全面的に譲り受けました。

高齢化社会に向けて、
血液透析・腹膜透析を包括する
透析の総合医療メーカーへ

もう一つの大きな要素は、これまでの当
社になかった腹膜透析販売事業をフレゼニ
ウスジャパン社から譲受したことによる変
化です。今後の高齢化社会において拡大し
ていくと期待される在宅治療では、腹膜透
析に対するニーズの高まりが予想されま
す。また、近年では、血液透析と腹膜透析
の併用による療法が脚光を浴びています。
当社は従来から在宅血液透析に関しても積
極的に推進してきましたが、腹膜透析製品
が製品ラインアップに加わることによるメ
リットは大きいものがあります。

当社は、今回の事業譲受を機に、血液透
析・腹膜透析を包括する「透析の総合医療
メーカー」として展開していきます。

こうした飛躍により、メディカル事業の
さらなる成長と医療への貢献に取り組んで
まいります。

当社独自のPEPA膜ダイアライザーと
新たに加わるPS膜ダイアライザー。
対象を拡げ、消耗品販売を強化

当社は今後、フレゼニウスジャパン社よ
りポリスルフォン膜（PS膜）ダイアライザー
のOEM供給を受け、国内におけるダイア
ライザー販売の強化を進めていきます。

PS膜ダイアライザーは、もともとフレ
ゼニウスメディカルケア社がその開発にお
ける先駆者であり、汎用製品クラスに位置
付けられる価格優位性を持っています。当
社のPEPA膜ダイアライザーは、比較的ハ
イエンド寄りの価格帯であり、生体適応性
に優れている点が特長です。双方を取り扱
うことで、当社は営業ターゲットの拡大を
果たすことができます。また、消耗品事業
のラインアップが拡充されることにより、
国内最大の透析装置シェアを持っている
当社の販売ネットワークを通じて、両製
品の相乗効果による更なる拡販が期待さ
れます。

執行役員 メディカル事業本部 金沢製作所長

千葉　敏昭

新たにもたらされた強みを活かし、
事業成長と医療への貢献を
目指します。

INTERVIEW2 フレゼニウスメディカルケアジャパン社より国内透析関連製品の販売事業を譲受

フレゼニウス
ダイアライザー
FXシリーズ
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　リーマンショックによる景気後退時に受
注が大幅に低迷した影響により、売上の減
少を見込まざるをえない状況にありました。
ポンプ部門ではエネルギー関連業界で新興
国を中心に設備投資の回復の兆しが見え始
めたものの、国内の主要顧客においては設
備投資に依然として慎重な姿勢が続き、ま

　世界的な景気回復の兆しに伴い、停滞し
ていた航空機業界の商談も復活しつつあり、
またB787の飛行テストが順調に推移する
など、明るい見通しが戻ってきています。

受注高 2,199百万円（28.5％増）

売上高 2,195百万円（28.2％増）
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 20,091百万円（ 2.8％増）

売上高 20,068百万円（ 1.3％増）

（　）内は前年同期比

（　）内は前年同期比

（　）内は前年同期比

受注高 19,263百万円（101.9％増）

売上高 16,864百万円（ 39.8％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。また、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。

　国内では、診療報酬の改定により、透析装
置、関連消耗品の販売に影響を受け、また市
場での競合が一段と激しくなっています。一

5.6%
②

51.3%
③

43.1%
①

事業本部別

売上構成比

工業部門

医療部門

※ 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。

51.3％

48.7％

②航空宇宙事業本部

①インダストリアル事業本部

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。

③メディカル事業本部

部門別の概況

受注高

21,462百万円
（90.7％増）

売上高

19,059百万円
（38.3％増）

受注高

20,091百万円
（2.8％増）

売上高

20,068百万円
（1.3％増）

（　）内は前年同期比

（　）内は前年同期比

5

010_0567001602212.indd   5 2010/11/19   19:42:22



造プロセスに関わる技術力が評価されて、
中国で関連装置の受注が好調でした。
　この結果、LEWAグループの業績も加わり、
受注、売上とも大幅に増加しています。

H21.3 H23.3H22.3H20.3

9.3
7.8

1.0

3.6
5.4

2.4 2.5

株主資本純利益率（ROE）　■第2四半期� （単位：%）
■通期

56.59
47.49

5.79

21.46

33.03

14.69 15.10

H22.3H20.3 H23.3H21.3

1株当たり純利益　	■第2四半期� （単位：円）�
■通期

91,156 83,687

111,833

47,214

115,130

40,280 36,721
47,517

H22.3H20.3 H23.3
第2四半期

H21.3

総資産・純資産　	■純資産� （単位：百万円）�
■総資産

ブロッカードア カスケード

受注高 20,091百万円（ 2.8％増）

売上高 20,068百万円（ 1.3％増）

（　）内は前年同期比

（　）内は前年同期比

（　）内は前年同期比

クライオジェニックポンプ
（極低温液化ガスポンプ）

※ 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。

た急速な円高の進行や欧米の景気回復の減
速などの影響を受けました。
　水質調整システム・計測機器部門におい
ては、電子部品製造装置の関連業界や粉体
計測器の国内市場は回復傾向にあります。
　このような中、ポンプ製品の部品販売、
原子力発電所向けの水質調整装置の売上が
寄与し、また、市場の回復に伴い、電子部
品製造装置や粉体計測器の売上を伸ばしま
した。当社の多層セラミック基板の一貫製

原子力発電所向けサンプリングラック
（試料採取装置）

エアバス社新型航空機用カスケードの開発
作業は順調に推移しており、受注、売上と
も増加に転じています。さらに新規製品の
受注に向けての活動も進めています。コス
トのさらなる低減とともに、急速な円高の
影響を軽減するため、一部製品の海外生産
に向けて取り組んでいます。

方、海外では、円高などの影響から、アジア
向けの輸出やヨーロッパ向け装置の販売につ
きまして、強い円高の影響を受けました。
　このような中、透析業務の効率化・省力
化を実現する機能を追加した新製品や血液
回路などの消耗品が売上を伸ばし、また、

透析装置のメンテナンスや
設備工事が好調でした。さ
らに、フレゼニウス社製ダ
イアライザーの販売による
寄与を期待しています。

多用途透析用監視装置�DCG®-03
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四半期連結貸借対照表
（単位：百万円、百万円未満切捨て）

当 第 2 四 半 期
連結会計期間末

前 連 結
会 計 年 度 末

平成22年9月30日現在 平成22年3月31日現在

資産の部
流動資産	 55,110 55,598
固定資産	 56,722 59,532
有形固定資産	 19,635 20,677
無形固定資産	 26,969 27,693
投資その他の資産	 10,117 11,161

資産合計	 111,833 115,130
負債の部
流動負債 30,225 30,838
固定負債 34,393 36,775
負債合計 64,618 67,613
純資産の部
株主資本 46,903 46,927

資本金 6,544 6,544
資本剰余金 10,700 10,700
利益剰余金 30,491 30,508
自己株式 △832 △825
評価・換算差額等 △679 △333
少数株主持分 990 923
純資産合計 47,214 47,517
負債純資産合計 111,833 115,130

四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円、百万円未満切捨て）

当第2四半期
連結累計期間

前第2四半期
連結累計期間

平成22年4月  1日から
平成22年9月30日まで

平成21年4月  1日から
平成21年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,634 5,714

投資活動によるキャッシュ・フロー △830 △24,124

財務活動によるキャッシュ・フロー 225 17,836

現金及び現金同等物に係る換算差額 △406 183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,624 △390

現金及び現金同等物の期首残高 11,298 9,830

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 12

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,922 9,452

四半期連結損益計算書
（単位：百万円、百万円未満切捨て）

当第2四半期
連結累計期間

前第2四半期
連結累計期間

平成22年4月  1日から
平成22年9月30日まで

平成21年4月  1日から
平成21年9月30日まで

売上高 39,128 33,599

売上原価 26,489 23,843

売上総利益 12,638 9,755

販売費及び一般管理費 10,710 7,865

営業利益 1,928 1,889

営業外収益 576 629

営業外費用 1,495 287

経常利益 1,009 2,231

特別利益 511 4

特別損失 671 930

税金等調整前四半期純利益 849 1,306

法人税等 294 290

少数株主損益調整前四半期純利益 554 ―

少数株主利益 95 69

四半期純利益 459 945

　グローバル市場を視野に入れた戦略的な事業展開に努め

るとともに、顧客ニーズへの的確な対応と強化、コストの 

削減などを徹底して実施してまいりました。

　この結果、ＬＥＷＡグループの寄与もあり売上高は増収、

営業利益も増益となりました。一方で、円高や株価低迷の

影響で、経常利益、四半期純利益は減益となりました。

決算の
ポイント

連結財務諸表
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　財団法人宗桂会は加賀象嵌の後継者育成

支援の一つとして、若手金工作家の制作活

動をサポートすることを目的とした「月浦工

房」を開所しております。日機装金沢製作

所のあるテクノパークに隣接した金沢市月

浦町で、空き家になっていた古民家を、金

工の制作活動ができるように改装したもの

です。現在、4名の研修生が入所しています。

　平成21年5月には金沢市21世紀美術館

茶室　松涛庵、山宇亭で「月浦工房開所一

周年記念展」を開催、工房生である作家4

名の作品を展示し、好評を博しました。

　今後も、月浦工房での創作活動を支え、

若手作家の皆様が自立できるように支援し

ていきます。

社会貢献活動

文化・芸術への取り組み

財団法人宗桂会「月浦工房」

※財団法人宗桂会… 金沢に伝わる伝統金工技法である加賀象嵌の継

承発展を図る目的で設立した財団法人で、日機

装は、その活動を支援しています。
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グループ会社一覧	

海外拠点・関係会社

国内拠点・関係会社

（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.
威高日機装(威海)透析機器有限公司
■ 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（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本部

（旧ポンプ事業本部）
■ 製造・販売
日機装エイコー株式会社
■ 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

東村山製作所 静岡製作所 金沢製作所

●日機装グループ　●LEWAグループ

静岡製作所

東村山製作所

金沢製作所

本社（東京・渋谷区）

ネットワーク（平成22年10月31日現在）

●営業拠点　●生産拠点　●関係会社
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静岡製作所

東村山製作所

金沢製作所

本社（東京・渋谷区）

会社概要・株式の状況（平成22年9月30日現在）

株式の状況

大株主

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） 7,256 9.03

株式会社みずほ銀行 3,852 4.79

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,401 4.23

日機装持株会 2,117 2.63

三井住友海上火災保険株式会社 1,966 2.44

日機装従業員持株会 1,946 2.42

株式会社みずほコーポレート銀行 1,827 2.27

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 1,822 2.27

日本生命保険相互会社 1,500 1.86

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 1,477 1.83

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　4,835名　　当社単独　1,407名

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 1,009,620株）
株主数 8,814名

会社の概況

役員・執行役員

会計監査人

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）

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

この冊子は、FSCTM 認証紙と、
環境に優しい植物油インキを 
使用して印刷しています。

Pick  up
Produc t s

表紙掲載の
製品について

お知らせ

　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。お問い合わせ先は株主名簿管
理人（P.10）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

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

往復運動によって液体の高精度
定量注入を実現する往復動ポン
プです。最先端の技術により、
危険性が高い液体などを取り扱
う際の高い安全性の確保を実現
しています。また、様々な顧客
ニーズに応じて最適に設計する
ことができます。

インダストリアル事業本部

日機装LEWAエコフローポンプ

航空機の着陸時に使われる逆噴
射装置用の部品です。当社は、
金属材料より軽量で強度に優れ
た炭素繊維強化プラスチック

（CFRP）製カスケードを、世界
で初めて開発しました。その高
品質が認められ、今では各国の
民間航空機に採用されています。

航空宇宙事業本部

カスケード
腎臓の機能を人工的に代替
す る 装 置 で す。 当 社 は、
1969年に国産初の人工腎
臓装置を開発以来、透析装
置のトップメーカーとして、
信頼性の高い装置および周
辺システムとともに、メン
テナンス体制を、医療現場
に提供し続けています。

メディカル事業本部

人工透析装置
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