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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

連結売上    高構成比
平成27年3月期 連結売上高

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

42.0％

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

1,2 92億円
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ました。いずれも当社グループの長期的、持続的な成長
のために大きな布石となるもので、今後の本格的な業績
寄与を見込んでおります。

次期の業績見通し

　次期の業績については、受注高、売上高ともに1,200
億円、営業利益、経常利益は60億円、当期純利益37億
円を見込んでおります。なお、決算日を12月31日に変
更する予定であることから、次期については、９か月間
の変則決算となります。（P.10 INFORMATION ご参照）
　受注、売上については、航空宇宙事業の業績の大幅
拡大や、当期苦戦した透析装置の回復分も見込んで、
当期を同期間に補正した受注、売上に比べて増加すると
予想しております。また、利益面についても、増収効果、
経費の見直しなどから、補正後の当期実績に比べて増益
を予想しております。

当期の業績について

　当期の業績は、受注高1,337億円、売上高1,292億
円、営業利益61億円、経常利益89億円、当期純利益
50億円となりました。
　全体として、買収による新規連結や円安の効果によっ
て、受注、売上は増加いたしましたが、国内事業の不調
や研究開発費用の負担、静岡から金沢への生産拠点移
管、システム整備などの間接経費増加などの収益圧迫要
因によって、営業利益、経常利益、当期純利益いずれも
減少いたしました。
　一方、当社グループは、中長期的な視点からの経営
戦略投資を活発化させており、当期も着実に実行してき

　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）の事業概況をご報告いたします。

さらなる成長に向けて

　当社グループは、長期的、持続的な成長のために大
きな布石となる経営戦略投資を活発化させています。こ
れらの投資を着実に業績へ反映させていくべく、今後も
経済成長や市場拡大が見込まれる海外を中心に積極的な
事業展開を図り、顧客のニーズを的確に捉えた技術・製
品の開発体制や効率的な生産体制、収益力を重視した
販売・アフターセールス体制、品質管理体制など事業体
制強化のための諸施策に着実に取り組んでいきます。ま
た、新規事業化をめざす紫外線LED事業については、次
期を本格的な事業化の初年度と位置付け、市場の創出
および課題解決に向けた取組みに注力してまいります。
　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27年6月

代表取締役社長

経営戦略投資を活発化させ、 長期的、持続的な成長をめざしてまいります。

年間トピックス （平成26年4月〜平成27年3月）
ボーイング787用Jパネルの出荷開始Atlas Copco社の

クライオジェニックポンプ事業譲受
昨年、Spirit社とボーイング
787の主翼前縁部のCFRP部品
であるJパネルの長期供給契約
を締結。本年３月、ベトナム・
ハノイ工場から出荷を開始。

米国子会社Nikkiso Cryo, Inc.がAtlas Copco
社のクライオジェニックポンプ事業を譲受。アフ
ターセールス事業を取り込み収益の安定化を図る
とともに市場シェアの拡大をめざす。

ベトナム・ハノイ工場
平成26年 平成27年

3月2月

金沢製作所新工場増設4月 10月 白山工場竣工

紫外線LEDの量産工場が稼働開
始。国内外の顧客からの量産ベー
スの受注も増加し、本格的な事
業化を進めている。 白山工場 クライオジェニックポンプ紫外線LED
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成長が見込まれるエネルギー業界を中心に、積極的
な事業展開を進め、成長を加速させていきます。

本間　久取締役　常務執行役員
インダストリアル事業本部長

事業本部長インタビュー
I N T E R V I E W

A

A
A

A　LEWA社、Geveke社は、引続き堅調に推移
しています。一方、LNG用ポンプ、日本国内の
石油化学業界向けポンプおよび水質調整システ
ムは、それぞれ課題を抱えており、収益向上に
向けた取組みを実施しています。

流部門では、原油安による原材料価格の低下に
より設備投資余地の拡大が予想されることから、
上流・下流向け双方の製品を持つ当社グループ
にとって事業拡大の余地が見込まれます。
　しかし、北米ではシェールオイルの新規開発
ペースが鈍化するなどの影響が出始めています。
今後、原油開発をはじめ投資案件の延期や見直
しなどの動きが無いかを中心に、状況を慎重に
見極めていきます。

　当社が主に製品供給している分野では、足元
では目立った影響は顕在化していません。また、
上流部門の原油開発では中長期的な新興国での
人口増加、経済成長などをふまえたエネルギー
の需要予測をもとに採算性の良い案件を中心に
投資の継続が予想されること、石油化学など下

　LNG用ポンプは、事業推進拠点である米国の
Nikkiso Cryo, Inc.の収益改善に努めていま
す。課題である生産の遂行体制の確立にはめど
がつきつつあります。さらに、本年２月のAtlas 

Copco社の関連事業買収で、アフターセールス
事業を取り込み収益の安定化を図るとともに、
シェア拡大をめざします。
　厳しい事業環境が続く国内の石油化学業界向
けポンプや水質調整システムは、営業・生産体
制の抜本的な見直しを進めています。規模を追
い求めるのではなく、当社製品の強みを活かし
た付加価値の高い事業展開を進めることで、収
益の向上に努めていきます。

　ポンプ・システムでは、平成21年に買収したド
イツLEWA社を中心としたグローバルベースで
のポンプ製品開発・生産・販売体制の構築を、
より一層進めていきます。

　粉体計測機器は、昨年１０月に粒子計測機器部
と日本ベル㈱を統合したマイクロトラック・ベル
㈱の発足をはじめ、積極的かつ効率的に事業を
運営していきます。
　成長が見込まれるエネルギー業界を中心に、
医薬品・食品業界などへの展開、アフターセー
ルスの拡充など、積極的な事業展開を進め、成
長をさらに加速させていきます。

インダストリアル事業売上高推移

Q インダストリアル事業の現況は？

原油価格の低下の影響は？Q
Q インダストリアル事業の課題と解決策は？

中期的な展開は？Q

インダストリアル事業の展開
インダストリアル事業は、日機装グループ売上高の約半分を占める主力事業です。
インダストリアル事業のグローバルベースでの展開についてご説明します。

平成21年 LEWA社買収 原油・天然ガス開発などエネルギー業界向けのグローバル販売ネットワーク、往復
動ポンプの技術、製品ラインアップ獲得

平成23年 日本ベル㈱買収 粉体計測機器で、ガス・蒸気吸着による比表面積測定等の技術獲得

平成25年 Geveke社買収 大手石油会社を含むオイル&ガス業界での販売チャネル、ポンプ・コンプレッサーの
パッケージ化技術獲得

平成27年 Atlas Copco社の
クライオ事業買収

クリーンエネルギーとして中長期の需要拡大が見込まれるLNG用ポンプの収益力強
化のための技術・資産獲得

CLOSE UP インダストリアル事業のＭ＆Ａの実績

日機装が持つ独自の技術に加えて、高度なソリューションビジネスを提供するための技術を強化し、グローバルベースでの
持続的な成長をめざします。

H24.3

424
491

606 647 650

H25.3

■海外　■日本

※H27.12は、９か月決算を前提としています。

H26.3 H27.3 H27.12※
（見通し）

（単位：億円）
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売上高 売上高64,735百万円
前期比6.8%増扌

10,147百万円

売上高構成比

POINT POINT POINT

決算の POINT

74,960百万円 54,295百万円

4,375百万円 5,243百万円

売上高 売上高

セグメント利益 セグメント利益

前期比9.3%増扌 前期比2.5%増扌

前期比14.3%減➡ 前期比33.2%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

LEWA社の業績は原油価格下落のなか、
高収益案件の積極受注に努め、堅調に
推移

国内は、消費税増税前の駆込需要の反
動による透析装置の不振を主因として、
売上は大幅減

金沢工場への製造移管、ベトナム・ハノ
イ工場での生産体制整備を実施

国内石油化学プラント向けポンプは伸び
悩み

品質、納期などが顧客から評価され、受
注が活発化

LNG用ポンプは、受注好調も、出荷時
期の期ずれの影響などで売上は減少

研究開発費やシステム整備、金沢への
生産移管に伴う一時的経費増加により収
益性が悪化

主力のカスケードを中心に売上は好調に
推移
為替相場が円安基調で推移したことも
業績に追い風半導体業界の活況のなか、電子部品製

造装置などが好調に推移

前期買収のCRRT事業は当期初より連結
開始、売上はほぼ想定通りに進捗

受注、売上は、新規連結効果や円安効果もあり、前期比増加。国内事業は消費税増税の影響で不調、海外は好調な
航空宇宙事業以外は横ばい。利益面は、メディカル国内事業の不調に加えて研究開発費用、生産拠点再編、システム
整備など間接経費増加によって減益。

エネルギー分野の強化、航空宇宙事業のハノイ工場拡張、中国の血液透析事業展開、紫外線LED事業体制整備など、
中長期的な経営戦略投資を着実に実行。

前期比27.7%増扌

H25.3 H26.3 H27.3

12.9%

9.6%

7.0% 7.6%

7.4%

5.2%

　 ROE　　 ROA

8,945

11,330

H25.3 H26.3

8,960

H27.3

経常利益 （百万円）

6,897
5,897

H25.3 H26.3

5,099

H27.3

当期純利益 （百万円）

103,670
121,548

H25.3 H26.3

129,255

H27.3

売上高 （百万円）

138,345
161,283

H25.3 H26.3

67,372

181,187

H27.3

74,464
58,558

41.4% 40.8% 40.2%

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

6,120

H27.3

7.2% 7.8%

4.7%

■ 営業利益　　 営業利益率

営業利益／ 営業利益率 （百万円）

自己資本当期純利益率（ROE）／総資産経常利益率(ROA)

インダストリアル事業 航空宇宙事業 メディカル事業
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会社概要（平成27年3月31日現在） 株式の状況（平成27年3月31日現在）

グローバルネットワーク（平成27年6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 6,389名　　当社単独 1,563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3,164,102株）

株主数 11,848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.

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
い合わせ先は左記のとおりです。

I N F O R M A T I O N

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

株主メモ

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）

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

日機装 検索

決算期変更のお知らせ

　当社グループは、平成27年12月期をもって、
決算期を現行の３月31日から12月31日に変更
する予定です。
　決算期をグローバルベースで統一すること
で、財務開示や業績管理など経営および事業
運営の効率化を図るとともに、将来適用を検討
している国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）に規定されて
いる連結会社の決算期統一の必要性に対応する
ことが目的です。
　決算期変更の経過期間となる第75期は、当社
および国内連結子会社が平成27年４月１日から
平成27年12月31日までの９か月決算となり
ます。平成28年からは、当社およびすべての
連結子会社について、１月１日から 12月31日
までの12か月決算となる予定です。
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証券コード ： 6376

株主通信
平成27年3月期（第74期）ご報告
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

民間航空機に
欠かせない日機装

　民間航空機は着陸する際に、制動距離の最小化と安全のため、通常の降着装置
（タイヤ）へのブレーキに加え、エンジンの「逆噴射」を行ないます。これは、飛行時
には後方に噴射されているエンジン噴射を着陸後に前方に噴射させることで、エンジ
ン噴射をせき止めるためのブロッカードア、その噴射流を整流し、前方に流すための
カスケードが使用されます。また、この「逆噴射」は、雨天・凍結・積雪などの天候に
左右されることなく安全な降着に寄与します。
　このように、「逆噴射」は、民間航空機にとって欠かせないものとなっています。当
社は、民間航空機のほとんどに搭載されているカスケードをはじめとして、ブロッ
カードア、トルクボックスなど重要な関連部品を供給しています。

　当社は、1984年に世界で初めてカスケードのCFRP（炭素繊維強化プラスチック）
化に成功しました。今では、ほとんどの民間航空機に当社製のカスケードが採用され
ています。
　さらに、長年にわたって培ってきた設計・製造技術に加え、責任ある品質管理、
納期厳守の実績を評価されています。航空機メーカーおよびその一次供給会社からは

「戦略的パートナー」として位置づけられ、製造品目も増加するとともに主翼用部品な
ど重要な部品へと高度化してきています。
　今後も、航空業界にとって欠かせない存在となれるよう、活動を進めていきます。

着陸時のブレーキ補助「逆噴射」

航空業界にとって欠かせない存在に

縁
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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）

ブロッカードア

カスケード

着陸時の航空機
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