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平成27年3月期（第74期）上半期ご報告
平成26年4月1日から平成26年9月30日まで



日機装グループは、エネルギーや石油化学などの基幹産業、ＩＴなどの先端分野、航空機分野、
医療分野など幅広い事業をグローバルに展開しています。

日機装グループのビジネスフィールド

インダストリアル事業

航空宇宙事業

59 4
連結売上    高構成比

平成27年3月期 上半期連結売上高

億円
メディカル事業

ポンプ・システム製品、精密機器製品の製造・
販売・メンテナンスを行なっています。

航空機の逆噴射装置用関連 
部品を中心に炭素繊維強化 
複合材製品の製造・販売を 
行なっています。

血液透析や腹膜透析に関連した製
品や医薬品、人工膵臓装置などの
医療機器の製造・販売・メンテナ
ンスを行なっています。

血液透析関連製品
血液透析治療に必要な製品を取り扱っ
ているトータルメーカーとして、開発
から製造・販売・メンテナンスのワン
ストップサービス体制を整えています。

医療施設

LNG用ポンプ
-164℃という極低温のLNG（液化
天然ガス）を扱う施設で幅広く活躍
しています。

LNG液化施設・受入基地
紫外線ＬＥＤ
殺菌・計測・樹脂硬化など幅広い
活躍が期待されています。省電力・
水銀フリーで環境に優しい最先端の
製品です。

新規事業

水質調整システム
発電所においてボイラー
水などの水質の監視や調
整を行なう水質調整シス
テムが活躍しています。

火力発電所

炭素繊維強化複合材部品
航空機着陸時のエンジンの「逆噴射」を制御す
る部品など、当社の高度な技術・ノウハウで
各種部品を炭素繊維強化プラスチック化し、
航空機の軽量化・高強度化に貢献しています。

民間航空機

43.6％

ポンプ・システム製品
危険な液を無漏洩で安全に送
液することが求められる工程
や、高精度の薬液注入が必要
な工程で活躍しています。

ノンシール®ポンプ

石油化学プラント

日機装LEWAエコフローポンプ

カスケード

ブロッカードア

クライオジェニックポンプ

試料採取装置

ポンプ・システム製品
高圧・大流量・高精度・信頼性が
求められるオイル＆ガス分野にお
いて薬液注入などの用途で活躍し
ています。

油田・ガス田

高圧注入システム

多用途透析用監視装置
ダイアライザー

精密機器製品
工場・研究施設

先端製品の研究・製造に
おいて、粉体計測機器や
電子部品製造装置が活躍
しています。 粉体計測機器

電子部品製造装置
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■ 通期の業績見通し
　足元の業績状況については、工業部門では、LEWA社や
Geveke社の業績は堅調に推移している一方、LNG用ポンプ
や国内石油化学業界向けポンプなどは、計画に対しては苦戦
しております。航空宇宙事業では、旺盛な引き合いへの対応
を進めており、業績面でもほぼ計画通りに進捗すると想定し
ております。また、医療部門では、主力製品である国内透析
装置については、本年4月の消費税増税前の駆け込み需要の
反動などにより、足元の販売は低調に推移しており、下期の
販売計画も見通しにくい状況となっております。
　通期のグループ業績はほぼ計画通りに拡大すると見込んで
いるものの、今後のエネルギー価格や為替相場の動向など
不透明な要素も多いため、現時点では期初の見通しを据え
置き、受注高、売上高ともに1,350億円、営業利益100億
円、経常利益100億円、当期純利益60億円を見込んでおり
ます。

　株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り、厚くお礼
申しあげます。ここに日機装グループの平成27年3月期（第
74期）上半期の事業概況をご報告いたします。

■ 当上半期の業績について
　当上半期の業績は、受注高636億円、売上高594億円、
営業利益22億円、経常利益34億円、四半期純利益18億円
となりました。
　LEWA社の原油生産設備向けのポンプや航空機部品を中心
に受注、売上が増加したことに加えて、Geveke社やCRRT事
業の新規連結により、受注、売上は前年同期比で増加いたし
ました。利益面では、消費税増税後の反動減が想定以上に厳
しいことなどで国内向け透析装置の売上が減少したことに加え
て、将来に向けた費用負担が先行していることもあり、営業
利益は前年同期比で減少しましたが、９月末にかけての円安進
行で為替差益が発生したことなどにより、経常利益、四半期
純利益は、前年同期とほぼ同じ水準になりました。

■ さらなる成長に向けて
　当社グループは、平成30年３月期を最終年度とする中期経
営計画「日機装ビジョン2018」の達成のために、各事業にお
いてさまざまな施策を実施しております。
　今後も、各事業分野において、製品や地域ごとの採算を見
極め、収益力を強化しながら、エネルギーや航空機分野、医
療機器など、市場が拡大している分野を中心に、積極的な事
業展開を進めてまいります。

　株主の皆様におかれましては、より一層のご支援を賜りま
すようお願い申しあげます。

平成26年12月

金沢製作所新工場増設 Spirit社
「Supplier of the Year 2014」を受賞 白山工場竣工

静岡製作所から金沢製作所への生
産拠点の一部再編の進捗により、
金沢製作所内に航空宇宙工場およ
びメディカル工場の増設が完了。

航空宇宙事業において、Spirit社から“Supplier of 
the Year 2014”を受賞。日本の拠点だけでなく、ベ
トナムにおいても、品質、納期といった航空機業界の
要求水準を高いレベルで充足することで顧客満足度を
高めていることが評価されたもの。

石川県白山市に建設を進めてきた紫外
線ＬＥＤの新工場が竣工。一部工程の稼
働を始めるとともに本格稼働に向け準
備を進めている。

白山工場受賞式 紫外線LED

4月 8月 10月

代表取締役社長

上半期トピックス

平成26年4月〜
平成26年10月

将来に向けた積極的な事業 展開と収益力の強化を進めてまいります。
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独自技術と航空機需要に応える生産体制で
バランスのとれた成長をめざします。

長門　祥一執行役員
航空宇宙事業本部長

事業本部長インタビュー
I N T E R V I E W

Q 航空宇宙事業の現況は？

Q 拡大を続けるベトナム・ハノイ工場の状況は？
特に重視していることは？

Q 中期的な展開は？

A

A

　平成27年３月期は、引続き好調を維持し、前期を上回
る業績を計画しています。主力製品であるカスケードは、
数量・金額ともに過去最高の数値を更新する見通しで
す。また、ベトナム・ハノイ工場（Nikkiso Vietnam, 
Inc.）からの出荷も予定通り順調に進んでいます。

　既存製品の生産に加えて、新規製品の生産立ち上げ
を進めています。昨年新規契約した主翼の部品（エアバ
スＡ320用シャークレットおよびボーイング787用Ｊパネ
ル）は、順調に認定作業を行なっており、このまま予定通
りいけば、平成26年度内には初出荷となる見込みです。
　規模が急速に拡大するなか、最も重点を置いている
のが品質管理です。新規製品の生産立ち上げの際には、
作業員に十分な教育を実施し、日々の改善活動ととも

に品質の向上・維持を最優先課題として取り組んでい
ます。また、既存製品（ブロッカードア・ブルノーズ）は、
いずれも出荷開始以来、品質クレーム・納期遅延等を
発生させておらず、高い水準で顧客満足を維持してい
ます。

A 　民間航空機業界では、燃費向上、運航効率向上のた
めの新型機開発が活発で、機体の軽量化のための
CFRP化へのニーズもますます高まっています。当社に
もさまざまな案件の引き合いをいただいており、内容
を慎重に見極めながら、自社技術向上に貢献するもの

（自社設計品）と量産を通じて事業拡大に貢献するもの
（高品質な顧客設計品の製造）とのバランスのとれた事
業運営を心がけています。
　また、最近では、これらの受注活動、生産活動を通
じて、当社は、『単なるサプライヤー』ではなく『戦略的
パートナー』として評価されています。本年９月には

Spirit社から“Supplier of the Year 2014”を受賞しま
した。これは、『コスト・品質・納期』だけで無く、同社
にとって必要不可欠な長期的・戦略的パートナーとして
の地位を確立し、評価された結果だと考えています。
　これらの戦略を実現するために、静岡・金沢・ベトナ
ムの３拠点を最大限活用していきます。まず、静岡は、
R&D、技術、品質管理を担う中核拠点と位置付けてい
ます。金沢は、極めて高度な生産技術が必要となるカ
スケード専用の工場とし、一ヶ所に集約することで効率
的な生産を行ないます。ベトナムでは、比較的大型で
人件費比率の高い製品の量産を担います。日機装の品
質管理・納期厳守の特長を保ちながらコスト対応力を
高めることで、顧客・業界に当社独自の付加価値を提
供していきます。
　さらに、顧客のニーズを確実につかみ、5年先10年
先の技術の提案を行なえるよう、研究開発活動を積極
化していきたいと考えています。

航空宇宙事業の成長
航空宇宙事業は、売上高がこの４年で約２倍になりました。
成長著しい航空宇宙事業の現在と今後の中期的な戦略についてご説明します。

開発・設計・製造拠点（単位：億円）航空宇宙事業売上高推移

46 50 59
79

100

H23.3 H24.3 H25.3 H26.3 H27.3
（見通し）

　Carbon Fiber Reinforced Plastics の略で、炭素繊維
強化プラスチック。軽くて強い部材で、ゴルフシャフト、釣り
竿などには古くから使用されています。航空機用途への適応
は、その評価方法の確立など難しい面も多く、翼・パネル類
など比較的シンプルな形状に限られていました。最近の新型
機ボーイング787、エアバスA350から胴体にも使用されるよ
うになりました。その他、燃費向上の観点から、部品の軽量
化が望まれています。当社もカスケードで培った設計技術を応
用して、複雑形状の金属部品をCFRPで再設計するなど航空
機の軽量化に貢献しています。

CLOSE UP CFRPとは

金沢

静岡

ハノイ

製造

開発 設計 製造

製造
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特集 : 日機装ビジョン2018実現に向けて

日本

ベトナム



インダストリアル事業 航空宇宙事業 メディカル事業

売上高 売上高28,557百万円
前年同期比16.7%増扌

4,915百万円

売上高構成比

POINT POINT POINT

8,945

11,330

H25.3 H26.3

3,416

H26.9

2,065
3,569

経常利益 （百万円）

6,897
5,897

H25.3 H26.3

1,824

H26.9

897
1,796

四半期（当期）純利益 （百万円）

103,670
121,548

H25.3 H26.3

59,462

H26.9

46,272 51,772

売上高 （百万円）

138,345
161,283

H25.3 H26.3

67,372

158,828

H26.9

66,87958,558

41.4% 40.8% 41.1%

総資産／純資産／自己資本比率
■ 総資産　■ 純資産　　自己資本比率

（百万円）

7,481

9,423

H25.3 H26.3

2,196

H26.9

2,442 2,656

■ 第2四半期　■ 通期

営業利益 （百万円）

決算の POINT

33,510百万円 25,952百万円

1,325百万円 2,609百万円

売上高 売上高

セグメント利益 セグメント利益

前年同期比19.2%増扌 前年同期比9.6%増扌

前年同期比12.3%増扌 前年同期比16.8%減➡

工業部門 医療部門

日機装LEWA
トリプレックスポンプ

ブロッカードア

ヘモダイアフィルター
GDF

カスケード
多用途透析用監視装置
DCS®-100NX

原油生産設備向けポンプは好調を維持 国内では透析機器の高機能化への需要
は継続も、消費税増税の影響などで販
売が想定以上に減速

航空機需要は引続き増加、
航空機部品のＣＦＲＰ化の流れが継続

LNG用や石油化学業界向けポンプは出
荷時期の期ずれの影響もあり売上は停滞 主力のカスケードを中心に

売上は好調に推移
水質調整システムは
厳しい事業環境が継続

欧州は売上が回復傾向

ベトナム・ハノイ工場では
新規部品の生産準備を実施

国内外の設備投資が回復傾向のなか、
精密機器製品の受注・売上は堅調に推移

ＣＲＲＴ事業は、
売上はほぼ想定通りに進捗

工業部門では、エネルギーや航空機などの市場環境は引続き堅調に推移したが、医療部門は国内透析装置の販売が消
費税増税後の反動減の影響で想定以上に厳しい状況。受注・売上は、CRRT事業の連結開始などにより前年同期比で
増加。

利益面では、国内向け透析装置の売上減の影響に加え、Geveke社の買収関連費用や生産拠点再編などに伴う減価償
却費、紫外線LED事業などの研究開発投資など費用負担が先行し、営業利益は、前年同期比減益。

前年同期比35.5%増扌

■ 第2四半期　■ 通期

■ 第2四半期　■ 通期

■ 第2四半期　■ 通期

89.41
76.46

H25.3 H26.3

23.66

H26.9

11.63
23.29

1株当たり四半期（当期）純利益
■ 第2四半期　■ 通期

（円）
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連結決算ハイライト部門別の事業の概況

56.4％ 43.6％

連結決算情報



会社概要（平成26年9月30日現在） 株式の状況（平成26年9月30日現在）

グローバルネットワーク（平成26年10月1日現在）

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 6,432名　　当社単独 1,619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3,163,861株）

株主数 7,649名

インダストリアル事業本部
■ 製造・販売

日機装エイコー株式会社
マイクロトラック・ベル株式会社
日機装サーモ株式会社

■ 海外製造・販売
Nikkiso Cryo, Inc.
Microtrac, Inc.
LEWA GmbH
Geveke B.V.
Nikkiso-KSB GmbH
上海日機装ノンシールポンプ有限公司
台湾日機装股份有限公司（工業部門）

■ 海外販売
Nikkiso Pumps Korea Ltd.

メディカル事業本部
■ 海外製造・販売

Nikkiso Europe GmbH
■ 海外製造

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
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
日機装技研株式会社
創光科学株式会社
Nikkiso America, Inc.
日機装（上海）投資管理咨詢有限公司航空宇宙事業本部

■ 海外製造
Nikkiso Vietnam, Inc.

株主メモ役員・執行役員（平成26年10月1日現在）

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

　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三井住友信託銀行株式会社での取り
扱いとなります。お問い合わせ先は上記のとおりです。

お知らせ

最新の IR 情報を
掲載しております。

当社ホームページのご案内

http://www.nikkiso.co.jp

LEWA GmbH
（ドイツ・レオンベルグ）

Geveke B.V.
（オランダ・アムステルダム）

威高日機装（威海）透析機器有限公司
（中国・山東省）

Nikkiso Vietnam, Inc.
（ベトナム・ハノイ）

Microtrac, Inc.
（アメリカ・モンゴメリービル）

LEWA-Nikkiso America, Inc.
（アメリカ・ホリストン）

● 日機装グループ
● LEWAグループ

● 営業拠点
● 生産拠点
● 関係会社

本社
（東京・渋谷区）

東村山製作所
静岡製作所

金沢製作所

国内拠点・関係会社

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

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

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

（電話照会先） 　   0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店
および全国各支店で行なっております。

単元株式数 100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）

代表取締役社長 甲斐　敏彦
取締役　常務執行役員 中村　洋
取締役　常務執行役員 西脇　章
取締役　常務執行役員 本間　久
取締役　常務執行役員 吹田　恒久
社外取締役 中根　堅次郎

常勤監査役 田代　初男
常勤監査役 後藤　直人
社外監査役 菊地　裕太郎
社外監査役 長友　英資

執行役員 鹿野　直太
執行役員 武田　純一
執行役員 長門　祥一
執行役員 伴　　信彦
執行役員 小糸　晋
執行役員 藤井　章太郎
執行役員 馬場　博
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血液透析治療を
支える日機装

　腎臓の機能が低下した慢性腎臓病の治療には、主として血液透析が行な
われます。現在、透析及び治療を受けている患者様は、世界で約250万
人、日本だけでも約30万人いると言われています。当社は、1969年に国
産第１号の人工腎臓装置を完成し、日本の透析の進歩とともに常に新しい
技術をもって製品を開発してきました。近年では、日本のみならず世界各
地の患者様の透析治療に貢献し続けています。

DCS®-100NX

　日本の透析治療においては、患者様に安全で良質な医療を提供すること
はもちろん、同時に効率的な病院運営が求められています。
　当社の多用途透析用監視装置DCS-100NXは、医療スタッフの業務省
力化、コスト削減、安全性の向上など多様化するニーズに幅広く対応して
います。さらに、HDF治療など様々な透析療法にも対応しています。また、
多彩な機能を揃えながら、コンパクトなサイズを実現しています。これら
の特長は、多くの医療機関の皆様から高い評価をいただいています。
　今後も、さらなる製品開発に努め、透析治療に貢献していきます。

治療が行なわれる透析室

腎不全の治療に用いられる血液透析

より良い透析治療をめざして
――多用途透析用装置DCS-100NX
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〒150-6022  東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー22階
電話 03-3443-3711（代表）


