
アニュアルレポート2015
2015年12月期

EXPLORING THE UNEXPLORED



37.8%
52.6%

9.6%

インダストリアル事業

事業別売上高構成
（2015年12月期＜9カ月決算＞）

航空宇宙事業
メディカル事業

2,000

1,500

（億円）

1,000

500

0

1953
往復動型定量注入ポンプの輸入販売を目的として創業

1955
火力発電所向け水質調整装置
を開発し、製造販売開始

1960
東村山工場（現 東村山製作所）
竣工

1956
日本で初めて無漏洩キャンド
モータポンプの技術を導入し、
製造販売を開始

1967
日本で初めて人工透析装置の
輸入販売を開始

1975
血液透析用透析器
（ダイアライザー）
の製造販売開始

1995
金沢製作所竣工

1983
航空機用炭素繊維強化プラスチック
（CFRP）製カスケードの製造販売開始

2009
ドイツLEWAグループ
を買収

2010
中国での透析装置製造・販
売に向けて、中国威高集団
と業務提携、合弁会社設立

ドイツ・Fresenius社から
日本国内におけるダイアラ
イザー・腹膜透析関連製品
の販売事業を譲受

2012
災害対策のため、静岡製作
所（現技術開発研究所）の
製造機能の金沢製作所内
への移管を決定

売上高

（9カ月決算）

2015
スウェーデンAtlas 
Copco社のLNG用
極低温ポンプ事業を
譲受

1961
東京証券取引所市場第二部上場

1971
東京証券取引所市場第一部上場

1974
静岡工場（現 技術開発
研究所）竣工

1969
国産初の人工透析装
置を完成し、製造販
売を開始

2016
研究開発機能の強化を目的
として、静岡製作所を技術
開発研究所に名称変更

2013
オランダGeveke社を買収

米国Baxter社のCRRT事業
を譲受

PROFILE
誰もできないことに挑戦し、
社会に貢献し続ける
 日機装は、産業用特殊ポンプおよびポンプ
システム、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）
を用いた航空機部品、人工透析装置などを手
掛けるメーカーです。
 これらの日機装製品は日本で、また世界で
高い市場シェアを保持しています。多くの製
品と技術は、それまでになかった市場を作り
出し、パイオニアとして先頭を走り続けてき
たものです。
 日機装だからこそできる技術とアイデア、
そして高い品質が、お客様から高い評価を得
ています。難しい課題に果敢に挑戦し、社会
をリードすることが日機装の使命であり、創
業以来の文化です。今までも、これからも、私
たちは日機装の伝統を守り、独自の技術の力
で社会に貢献し続けていきます。

インダストリアル事業
ポンプとポンプシステム製品、粉体
計測機器などを手掛けています。
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将来の見通しに関する注記事項
 このアニュアルレポートに掲載されている将来
の見通しは、発行時点で入手可能な情報に基づく
見積もりによるものです。これらの見通しについ
ては、既知あるいは未知のリスクや不確かな要素
を含んでいます。したがって、投資家の皆様には、
これらの予測を過度に依拠して投資判断を下すこ
とはお控えくださいますようお願いいたします。
 これらの見通しを変更する可能性を生じさせる
重大な要素としては、当社の事業環境に大きな影
響を与える可能性のある事業環境の変化、円とド
ル、円とユーロ、その他の通貨と円の為替レートの
大幅な変動、日本国内の株式市場の変動などであ
りますが、これらだけに限定されるものではあり
ません。また、このレポートにおける見通しの結
果は、いかなる場合においても、当社が保証するも
のではありません。
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メディカル事業
人工透析関連製品、CRRT（急性血液
浄化療法）関連製品などの医療機器
を手掛けています。

航空宇宙事業
炭素繊維強化プラスチック（CFRP）製
品などの航空機部品を手掛けています。
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ドイツのLEWA社を買収。ポンプ事
業の抜本的な強化策の一環

 日機装は、往復動ポンプの分野で世
界トップの市場シェアとブランド力を
持つドイツの専業メーカーで、特にオイ
ル・ガス業界および欧州市場において強
力な地歩を築いているLEWA社を買収
しました。
 買収によって、産業用特殊ポンプ分
野で幅広い品揃えが可能になり、欧州を
中心とする販売網を手に入れることで、
ポンプ事業全体の抜本的強化につなげ
ています。

02

オランダのGeveke社を買収。日機
装グループが保有するポンプ技術に
パッケージ化技術を融合した高度なソ
リューションビジネスの提供が目的

 日機装は、産業用特殊ポンプ・コン
プレッサーの販売、ポンプ・コンプレッ
サーを組み込んだパッケージ製品の製
造・販売、および技術的ソリューション
サービスなどの事業を行う、オランダの
Geveke社を買収しました。
 Geveke社を傘下に収めることで、
当社グループが保有するポンプ技術と
Geveke社が強みを持つパッケージ化技
術を融合した高度なソリューションビ
ジネスの提供が可能になるなど、大幅な
製品・サービスの多様化を進めました。

グローバルな「経営戦略投資」̶
真のグローバル化に
乗り出す
 日機装グループは、長期的かつ持続的な成長のための大きな布石となる経営戦
略投資を積極化させています。特に今後の経済成長や市場拡大が見込まれる海外
での投資は当社の成長のカギを握るものと考えています。
 われわれのお客様は、グローバルに広がっており、全世界どこででも対応でき
る生産、販売、アフターサービス体制が求められています。時にはその土地に根
付いた活動が必要であり、単に製品を世界中に販売するだけではない、真のグロー
バル化の実現がわれわれに求められています。



インダストリアル事業のグローバルネットワーク
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03

スウェーデンのAtlas Copco社の
LNG用極低温ポンプ事業を譲受

 日機装は、LNGをはじめとする極低
温の液化ガスを取り扱うのに優れた性
能を持つクライオジェニックポンプ（ク
ライオポンプ）事業を、スウェーデンの
Atlas Copco社から譲り受けました。
 Atlas Copco社のクライオポンプ事業
は、独自の優れた技術を有し、JC Carter

ブランドで広く知られています。今回
の譲受によって、日機装本体と合わせて
2社体制での供給を確立し、当該市場で
のシェア拡大を図ると同時に、アフター
セールス事業の取り込みによる事業体制
強化で収益安定化を図っています。

*2015年3月期（ 12カ月決算）の海外売上高比率は60%、
2015年12月期の海外売上高比率は65%です。なお、2015
年12月期の売上高については、それまでの期末が3月31日
であった日機装および連結子会社は9カ月分、期末が12月
31日であったそのほかの連結子会社は12カ月分を加算し
ています。

海外売上高比率

約60*
%

グローバルな「経営戦略投資」̶
真のグローバル化に
乗り出す
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深紫外線LEDの研究開発の始まり

 日機装は、波長350nm以下の波長領
域の光線を用いた深紫外線LEDの実用化
を目指し、創光科学株式会社を2006年
に設立し、研究開発、製造、販売に取
り組んできました。この深紫外線LED

の技術は、2014年にノーベル物理学賞
を受賞した、赤﨑勇名城大学終身教授
と天野浩名古屋大学教授の研究成果を
もとにしており、その波長の短い光に
より、殺菌、空気浄化、樹脂硬化用の
光源としての特性が優れているという
特長を持っています。日機装では、環
境阻害物質である水銀を使った紫外線
ランプの代替用途だけではなく、｢小型
化｣をはじめとした深紫外線LEDならで
はの特長を活かした用途を開拓するこ
とで、深紫外線LEDの実用化を加速さ
せています。

02

深紫外線LEDの量産に向けた白山工
場完成

 日機装は、深紫外線LEDの量産化の
ため、白山工場を2014年に完成させま
した。この工場では、深紫外線LEDお
よびモジュールの設計・開発、製造を
行っています。
 赤﨑勇名城大学終身教授と天野浩名
古屋大学教授の研究成果および指導を
受けながら、世界最高レベルの深紫外
線LEDの量産化に取り組んでおり、紫
外線による分析光源、直接殺菌、樹脂
硬化などの分野への応用を加速させて
いきます。

新規事業の取り組み̶
深紫外線LEDへの挑戦
 われわれは、誰にもできないことに挑戦してきました。その挑戦の結晶の一
例が国内初の人工透析装置、世界初CFRP（炭素繊維強化プラスチック）製航空
機用部品カスケードであり、いずれもが「万が一」が許されない環境で真価を発
揮する「誰にもできないもの」です。そんな日機装の次のチャレンジが「深紫外
線LED（発光ダイオード）」です。深紫外線LEDには、当社の得意とする工業・環
境衛生から医療応用まで幅広い分野での未来が広がっています。中でも深紫外
線LEDの持っている強い殺菌・滅菌効果を用いた水処理装置は、早期の市場立
ち上がりが見込まれています。日機装は、世界中の誰もがきれいな水を手に入
れられる未来を実現させ、深紫外線LEDによって世界を変えていくという大き
な夢を抱いています。



環境

深紫外線LEDの用途

医療・ライフサイエンス　

工業

上下水・排水

食品・飲料工場

水産増養殖施設

製造工場・病院

光線治療

バイオ

樹脂硬化・接着

コーティング

印刷

環境計測

バイオ

空気浄化
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潜在市場規模

500億円　(当社推定)

03

世界最高出力50mWの深紫外線
LEDの量産化に成功

 日機装は、2015年に、量産化技術が
確立されたものとしては世界最高出力
となる、50ｍWの出力を誇る深紫外線
LEDの開発に成功しました。出力レベ
ル50mWは、これまでの製品の1.7倍の
光出力であり、より広範な用途での製
品化が可能になると見ています。
 この出力向上は、これまで蓄積して
きた結晶成長・電極形成技術に加え、
光取り出し効率の改善、発光面積の拡
大、チップ搭載方法の変更などによっ
て達成されたものです。そして今後
は、本格的な量産出荷に向けた準備を
進めていきます。
 われわれは、さらなる用途拡大のた
め、深紫外線LEDの性能をさらに向上
させていきます。

新規事業の取り組み̶
深紫外線LEDへの挑戦
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財務ハイライト
日機装株式会社及び連結子会社

（百万円）

’07/3 ’08/3 ’09/3 ’10/3 ’11/3 ’12/3 ’13/3 ’14/3 ’15/3 ’15/12
 (9カ月)

売上高  ¥ 65,400  ¥ 72,532  ¥ 72,395  ¥ 78,020  ¥ 83,143  ¥ 90,138  ¥ 103,670  ¥ 121,549  ¥ 129,256  ¥ 110,218 

売上総利益   20,354   23,116   21,094   24,248   26,920   29,626   34,239   43,954   47,913   40,856 

販売費及び一般管理費   14,617   16,208   16,323   18,585   21,521   23,045   26,757   34,530   41,792   37,012 

営業利益   5,737   6,908   4,771   5,663   5,399   6,581   7,482   9,424   6,121   3,844 

親会社株主に帰属する当期純利益   4,015   3,657   1,368   3,240   2,685   3,317   6,898   5,897   5,100   2,031 

総資産  ¥ 80,144  ¥ 91,157  ¥ 83,688  ¥ 115,131  ¥ 122,009  ¥ 118,235  ¥ 138,345  ¥ 161,284  ¥ 181,187  ¥ 177,646 

純資産   39,430   40,281   36,722   47,517   49,039   50,393   58,558   67,372   74,464   71,142 

有利子負債   22,173   29,467   29,751   46,172   51,924   44,332   49,844   56,737   70,302   69,843 

キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー  ¥ 937  ¥ 4,102  ¥ 4,410  ¥ 11,674  ¥ 6,005  ¥ 3,961  ¥ 8,399   ¥ 5,588  ¥ 8,184  ¥ 3,265 

投資活動によるキャッシュ・フロー   (7,595)   (4,840)   (3,921) (25,208)   (609)   (3,325)   (324)  (15,967)   (9,047)   (4,635)

財務活動によるキャッシュ・フロー   4,718   5,275   (886)   15,005   6,624  (10,242)   3,653   2,048   11,579   (1,209)

 

1株当たり情報（円）
純資産  ¥ 601.46  ¥ 614.18  ¥ 578.72  ¥ 587.66  ¥ 605.46  ¥ 639.98  ¥ 742.03  ¥ 853.06  ¥ 945.30  ¥ 904.40 

純利益   60.44   56.59   21.46   47.49   33.86   42.47   89.41   76.46   66.12   26.34 

配当   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   14.00   16.00   16.00   16.00 

指標
自己資本比率（%）   48.5   43.5   43.3   40.5   39.3   41.8   41.4   40.8   40.2   39.3 

自己資本当期純利益率 （ROE）（%）   10.0   9.3   3.6   7.8   5.7   6.8   12.9   9.6   7.4   2.8 

総資産経常利益率 （ROA） （%）   8.5   7.4   4.8   6.1   3.9   5.3   7.0   7.6   5.2   2.2 

配当性向 （%）   19.9   21.2   55.9   25.3   35.4   28.3   15.7   20.9   24.2   60.7 

D/E レシオ   0.57   0.74   0.82   0.99   1.08   0.90   0.87   0.86   0.96   1.00 

従業員数（人）   3,465   3,892   3,843   4,691   4,820   5,185   5,408   6,198   6,389   6,558 
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（百万円）

’07/3 ’08/3 ’09/3 ’10/3 ’11/3 ’12/3 ’13/3 ’14/3 ’15/3 ’15/12
 (9カ月)

売上高  ¥ 65,400  ¥ 72,532  ¥ 72,395  ¥ 78,020  ¥ 83,143  ¥ 90,138  ¥ 103,670  ¥ 121,549  ¥ 129,256  ¥ 110,218 

売上総利益   20,354   23,116   21,094   24,248   26,920   29,626   34,239   43,954   47,913   40,856 

販売費及び一般管理費   14,617   16,208   16,323   18,585   21,521   23,045   26,757   34,530   41,792   37,012 

営業利益   5,737   6,908   4,771   5,663   5,399   6,581   7,482   9,424   6,121   3,844 

親会社株主に帰属する当期純利益   4,015   3,657   1,368   3,240   2,685   3,317   6,898   5,897   5,100   2,031 

総資産  ¥ 80,144  ¥ 91,157  ¥ 83,688  ¥ 115,131  ¥ 122,009  ¥ 118,235  ¥ 138,345  ¥ 161,284  ¥ 181,187  ¥ 177,646 

純資産   39,430   40,281   36,722   47,517   49,039   50,393   58,558   67,372   74,464   71,142 

有利子負債   22,173   29,467   29,751   46,172   51,924   44,332   49,844   56,737   70,302   69,843 

キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー  ¥ 937  ¥ 4,102  ¥ 4,410  ¥ 11,674  ¥ 6,005  ¥ 3,961  ¥ 8,399   ¥ 5,588  ¥ 8,184  ¥ 3,265 

投資活動によるキャッシュ・フロー   (7,595)   (4,840)   (3,921) (25,208)   (609)   (3,325)   (324)  (15,967)   (9,047)   (4,635)

財務活動によるキャッシュ・フロー   4,718   5,275   (886)   15,005   6,624  (10,242)   3,653   2,048   11,579   (1,209)

 

1株当たり情報（円）
純資産  ¥ 601.46  ¥ 614.18  ¥ 578.72  ¥ 587.66  ¥ 605.46  ¥ 639.98  ¥ 742.03  ¥ 853.06  ¥ 945.30  ¥ 904.40 

純利益   60.44   56.59   21.46   47.49   33.86   42.47   89.41   76.46   66.12   26.34 

配当   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   12.00   14.00   16.00   16.00   16.00 

指標
自己資本比率（%）   48.5   43.5   43.3   40.5   39.3   41.8   41.4   40.8   40.2   39.3 

自己資本当期純利益率 （ROE）（%）   10.0   9.3   3.6   7.8   5.7   6.8   12.9   9.6   7.4   2.8 

総資産経常利益率 （ROA） （%）   8.5   7.4   4.8   6.1   3.9   5.3   7.0   7.6   5.2   2.2 

配当性向 （%）   19.9   21.2   55.9   25.3   35.4   28.3   15.7   20.9   24.2   60.7 

D/E レシオ   0.57   0.74   0.82   0.99   1.08   0.90   0.87   0.86   0.96   1.00 

従業員数（人）   3,465   3,892   3,843   4,691   4,820   5,185   5,408   6,198   6,389   6,558 
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売上高は、前年の同一期間と比較しますと、27億
49百万円増（前年同一期間比2.6%増）の1,102

億18百万円になりました。

営業利益についても、前年の同一期間と比較し
ますと、1億35百万円減（前年同一期間比3.4%

減）の38億44百万円となりました。

営業利益減少の要因は以下の通りです。
1. LEWA社の顧客のプロジェクト進行の遅延
2. インダストリアル事業の瑕疵対応に伴う損失
 引当金の計上
3. 透析装置の国内販売不振

注記
 当社は従来、連結決算日を毎年3月31日とし
ていましたが、当連結会計年度より連結決算日
を12月31日に変更しました。この変更は、当社お
よび国内外のグループ会社の決算期を統一する
ことで、世界に広がる当社グループの事業活動
や経営情報をより適時・的確に開示していくこと
を目的としています。
 今回の変更に伴い、当連結会計年度の連結損
益計算書は、当社および従前の決算日が3月末
日であった子会社については2015年4月1日か
ら同年12月31日まで（9カ月）の損益を、12月決
算の子会社については2015年1月1日から12月
31日まで（12カ月）の損益を連結しています。前
年の同一期間と比較した数値は参考情報であ
り、会計監査は受けていません。



社長インタビュー

「技術の日機装」の強みを十分

に発揮し、日機装にしかできない

製品・サービスを提供することで、

持続的な成長・収益力の向上を

実現していきます。

08
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日機装株式会社　アニュアルレポート2015

A1  
最初に、基本的なスタンスとして、創業以
来日機装という会社は、大きな市場で大き
なプレーヤーになることではなく、持ち前

の技術力を活かし、いわゆる特殊な領域で特殊な製品を開
発、上市して、一定規模のマーケットを作っていくことを
目指しています。これは現在も変わっていません。
　ただし、近年われわれを取り巻く市場では大きな変化が
ありました。これまでは、われわれがターゲットとするよ
うな市場が日本国内だけでもそれなりに存在し、そこに注
力するだけで成長することができました。しかし、日本市
場の成熟化などに伴い、われわれがターゲットとする分野で
もそれまで特殊とされてきたものが、だんだん汎用化してき
ました。市場は多少大きくなるものの、汎用化することで競
合も増え、競争における価格競争的な側面が強まっていま
す。そうなることで、これまでのやり方で日本国内だけで
勝負していたのでは、技術力という当社の最大の強みを活
かして生き抜くということが難しくなってきました。
　そこで、これまで蓄積してきた技術、基本的な技術をベ
ースにした製品を世界に広げていこうとしたのが2005年前
後のことであり、それ以降急速に売上高が伸びました。そ
の要因の一つが、ポンプビジネスにおける2009年のドイ
ツのLEWA社の買収です。オイル&ガス分野を得意とする
LEWA社が石油化学分野を得意とする日機装のグループに加
わったことで、事業領域を拡大することができました。ま
た、そのような急速な成長の中でも、各事業で特殊な市場
で特殊性を活かし、相当のシェアを獲得することができて

A2  
いわゆるマクロ経済的視点で見れば、世界
経済は2015年、原油価格の下落などにより
資源国の景気が悪化し、中国も景気減速し

ました。一方で、米国経済は堅調であり、欧州経済は緩やかな
景気回復傾向となりました。
 われわれの事業を展開する分野で見てみると、主力の一
つである産業用特殊ポンプでは、原油価格の変動が大きな
影響をもたらします。具体的には、2015年は原油価格下
落の影響によって、エネルギー分野でいわゆる川上と呼ば
れる原油・ガス分野が厳しい状況になりました。一方で、
川下の石油化学分野では、原油価格低迷による原材料価格
低下の恩恵を受けました。
 さらに、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）製航空機
部品では、大手航空会社による燃費効率の高い新型機への
買い替えや、格安航空会社（LCC）による旺盛な航空機購

Q1

Q2

います。つまり、今までのスタンスを大きく変えることな
く、成長を続けている過程であると言えます。
　一方で、海外に目を向けるようになって気付いたこと
は、日本の事業においても、さらなる進化を遂げることが
できるのではないかということです。過去の停滞期には
わからなかったことも、新たな視点で見ることができた結
果、国内にも成長の機会はあるのではないかと最近考えて
います。

日機装は、どのような考え方で企業経営を進め
ていますか。また、近年急速な成長を続けてい
ますが、その要因に関連するような強みや戦略
に関してご説明ください。

現在は、産業用特殊ポンプ、炭素繊維強化プラ
スチック（CFRP）製航空機部品、人工透析装
置などの多様なビジネスを展開しています。そ
れぞれの事業に関して、どのような事業環境に
あると見ていますか。

日機装の経営方針

日機装を取り巻く事業環境について
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入需要によって、既存航空機の増産や新型機の開発が活性
化しており、この傾向は2015年も継続しました。
 人工透析装置を中心に展開しているメディカル事業にお
いては、国内市場は医療費の抑制や透析患者数の増加率
の鈍化など透析医療機関を取り巻く環境は厳しさを増し
ており、その結果、当社の透析機器の需要は引き続き低
調なままでした。ただし、一方で、発展途上国での血液透
析医療の普及はこれからも進んでいくものとみられ、世界
レベルでは、需要の拡大が引き続き予想されています。

Q3
Q4

2015年12月期の業績を
どのように評価していますか？ 前中期経営計画「日機装ビジョン2018」を

総括してください。

2015年12月期業績の総括

A3  
今回の決算期の変更によって、前年との
単純な比較はできませんが、今回の決算
期と同一期間の業績と比較した結果を見

ると、受注高は1.8%減の1,130億円、売上高は2.6%増の
1,102億円、営業利益は3.4%減の38.4億円となり、ほぼ
前年同時期並みの業績となりました。

A4  
「日機装ビジョン2018」は、2014年のス
タート時の計画では、2014年3月期から
2018年3月期までの5年間の間に、当社が

持つ優れた技術力を成長の源泉として強い利益体質の企業
を目指すというもので、最終年度である2018年3月期の
目標として、売上高1,500億円、営業利益率9%を掲げて
いました。
 中期経営計画「日機装ビジョン2018」の売上高目標は、
各事業の着実な成長により目途がつきましたが、一方、医
療部門の収益性低下や、各事業での開発費の増加、生産体
制の強化のための投資負担の増加などにより、営業利益目
標の達成に向けては、さらなる収益体質強化施策が必要と
なっています。
 世界で戦うには、例えばインダストリアル事業では、世
界中に展開する工場の最適生産体制の構築が必要ですし、

前中期経営計画の総括

2015年度の業績 （億円）

2014年度
2014/04–2015/03

＜参考情報＞
前年同一期間

2015年度
2015/04–2015/12

受注高 1,337 1,150 1,130 

売上高 1,292 1,074 1,102 

営業利益 61 39 38 

親会社株主に帰属
する当期純利益 50 35 20 

 前年同時期には国内の透析装置販売が低調で、相当収益
の足を引っ張りましたが、2015年12月期もそれが横ばい
のまま続いたという意味で、きわめて不満足な結果と捉え
ています。
 そこで、われわれは、業績の早期回復に向けて、インダ
ストリアル事業ではLEWA社を中心としたポンプ事業戦略
の推進、航空宇宙事業では業容拡大に合わせた事業体制整
備、メディカル事業では顧客ニーズを捉えた透析装置の開
発と新規事業の立ち上げを進めてきました。今期について
も、引き続きこれらの施策を遂行していく考えです。
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A5  
「日機装2020」は、2016年12月期から
2020年12月期の5年間を対象期間とし、
当社のもつ卓越した技術力を成長の源泉

として強い利益体質の企業グループを目指すものです。業
績数値としては、2020年12月期に売上高2,000億円、営
業利益200億円（IFRS基準）を目指しています。
 その目標に向かい「技術の日機装」の確立、成長に向け
た基盤強化と収益力の強化という二つの基本施策を推進し
ていきます。
 まず、「技術の日機装」の確立においては、世界トップ
レベルのサプライヤーとして、各事業分野で卓越した技術
力を武器に顧客が真に求める製品・サービスを提供してい
きます。これまでは、日機装、LEWA社とも製品に比べア
フターセールス分野に弱みがありましたが、これからは
サービス分野の強化も図っていきます。
 さらに、成長に向けた基盤強化と収益力の強化では、近
年の急激な経営環境の変化や急速に拡大する需要に対応し
て、適切に対応できる制度や仕組みを強化していく計画で
す。インダストリアル事業においては、LEWA社を中心と

Q5
それでは、新中期経営計画「日機装2020」の
概要をご説明ください。

新中期経営計画の概要
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メディカル事業でも、製品のコストを見直すために設計段
階からの原価改善を徹底することが必要です。さらに、製
品販売に偏った売上構成についてももう少し、アフターセ
ールスの比重を増やしていく必要があります。これらの
課題は、今期からスタートした新中期経営計画「日機装
2020」に積み残された課題と考えています。

する世界戦略を立案・推進し、それに伴って拠点統合とサ
ービス体制強化を図ります。さらに、各事業において、収
益性向上や既往投資が業績向上につながるよう諸施策を急
ぎます。
 これらのことができないのであれば、中期経営計画は達
成できないばかりか、現状の業績に対する横ばいも厳し
く、下がる一方となります。一方で、数値目標は各事業部
がやるべきことをきっちりやった場合を合計した値である
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 利益面では、メディカル事業の収益改善の影響が大きい

一方、インダストリアル事業の海外子会社の利益減や為替

影響により工業部門は減益としています。 

 営業利益は前年同一期間比で16.5%減の50億円、円高

に伴う為替差損の計上を踏まえ、経常利益は同比58.8%

減の25億円、親会社株主に帰属する当期純利益は同比

71.8%減の10億円の計画です。 

 このような目標の達成、業績の早期回復に向けて、各事

業で取り組む主要な施策として、まず、インダストリアル

事業では原油価格下落の恩恵を受けている石油化学施設向

け製品の拡販や、LEWA社を中心としたポンプ事業戦略の

再構築を進めていきます。そこでは、グループ企業間のシ

ナジー最大化を図るための拠点の最適化や、アフターセー

ルス体制の整備が中心となってきます。

 次に、航空宇宙事業では業容拡大に合わせた事業体制整

備が急務です。特に、金沢製作所におけるカスケード生産

能力の向上や東村山製作所における新工場の立ち上げを着

実に進めることが必要だと考えています。

 メディカル事業では国内の透析医療施設の経営環境変化

に伴い、顧客ニーズに機動的に対応できる製品開発体制の

強化や充実したメンテナンスサービスによって、選ばれる

製品・サービスを提供することで競争に勝ち、その結果と

Q6
2016年12月期の業績見通しは？　今期に特に

注力する取り組みは、どのようなことでしょ

うか？

A6  
2016年12月期の受注高は1,260億円、売

上高は1,300億円を計画しています。 

　事業の業績は前期が底で、これから徐々

に反転していくことを見込んでいましたが、原油・ガス分野の

案件縮小や円高による業績影響を織り込んだため、受注高、

売上高は前年同一期間に比べ若干減少する見込みです。

 事業別では、インダストリアル事業において原油安によ

る海外事業の縮小があるものの、国内需要の持ち直しでメ

ディカル事業が横ばい、航空宇宙事業は引き続き伸長して

いくと計画しています。 

2016年12月期の見通し

ため、十分実現できると考えています。現状は既存製品で

何とか持ちこたえている状況ですが、今後は設備投資、研

究開発、人員補強の一層の推進により、売上、利益の拡大

を図っていきます。

2016年度の計画 （億円）

2015年度
2015/04–2015/12

＜参考情報＞
前年同一期間

2016年度
2016/01–2016/12

受注高 1,130 1,317 1,260 

売上高 1,102 1,320 1,300 

営業利益 38 59 50 

親会社株主に帰属
する当期純利益 20 35 10 
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A7  
株主還元の方針は、業績・経営環境などを
総合的に勘案して利益還元を図る基本方針
のもと、安定的な配当に留意しています。

 このため、2015年12月期は9カ月の変則決算でした
が、安定配当の観点から前年同様の年間16円の配当を継
続しています。一方、2016年12月期については前期を
上回る利益を見込んでいますが、最終利益段階ではまだ
2015年3月期に及ばない水準にとどまることから、1株当
たりの年間配当額は16円維持を計画しています。

Q7 配当など株主還元の方針を教えてください。

利益配分・株主還元の方針について

A8  
日機装は、ある程度時間をかけてじっく
り事業を育てていく必要があるビジネス
を展開しています。その中で、航空機向

けのように大きく花開く事業が出てきて、事業育成に関す
る手ごたえがわれわれの中にはあります。
　現在の中期経営計画、その先を見据えると現在主力で
あるエネルギー関連、医療関連、航空機関連に加えて、深
紫外線LED関連の事業化に取り組んでいます。深紫外線
LEDについては、チップ単体で売るのではなく、チップを
使った応用範囲の広い広汎な機器類の展開までしていきた
いと考えています。このように機器類の展開が実現できれ
ば、2020年の売上高2,000億円のその先には、もう一段
階上のステップが見えてきます。
　現在はその可能性を実感しながら、成長に向けた取り組
みの途上です。可能性を実現していくために、今後も社内
一丸となって施策を推進していきますが、大きな果実とな
るにはまだあと数年かかることも想定しています。結果が
出るまでのプロセスにおいては情報公開を積極的に行って
いきますので、投資家の皆様は短期的な成果を性急に求め
るのではなく、中長期的な目で見て、ご協力いただければ
と考えています。
 

 代表取締役社長

Q8
最後にステークホルダーへのメッセージを
お願いします。

ステークホルダーへのメッセージして業績回復を図っていきたいと考えています。一方、血
液透析市場の拡大が見込まれる海外向けの透析装置は、地
域特性に合わせた製品ラインアップの充実と営業・サービ
ス体制の強化を図るとともに、CRRT事業や人工膵臓など
透析外製品の販売を本格化して事業の拡大、収益力向上を
目指す計画です。

※ Q6における2016年12月期の見通しは、第2四半期業績発表時のものと
なっています。

配当 （円）

‘12/03
(12カ月)

‘13/03
(12カ月)

‘14/03
(12カ月)

‘15/03
(12カ月)

‘15/12
(9カ月)

中間期 6.00 6.00 8.00 8.00 8.00 

期末 6.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

合計 12.00 14.00 16.00 16.00 16.00 
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セグメント

過酷な環境下の課題解決に貢献していきます

CFRP製航空機部品のパイオニアとしての
道を切り拓きます

透析医療のワンストップ・ソリューションを
提供していきます

売上比率(%) 事業領域 製品 市場環境 売上高（百万円）強み 営業利益（百万円）

資源・エネルギー市場に
おける原油／天然ガスの
開発・採掘、輸送・流通、
生産

民間航空機

医療機器

• キャンドモータポンプ
• クライオジェニックポンプ
• 往復動ポンプ・パッケージ等

• ジェットエンジン／ナセル部品
  カスケード、ブロッカードア
  トルクボックス、
  ファンケースライナー等
• 主翼周辺部品
  Jパネル、シャークレット等

• 人工透析関連製品
  人工透析装置、
  ダイアライザー、
  血液回路、
  粉末型透析用剤等

• CRRT関連製品
  CRRT装置、消耗品等

インダストリアル事業

航空宇宙事業

メディカル事業

18P

20P

16P

工
業
部
門

医
療
部
門

14

AT A GLANCE
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• 原油価格低迷とそれに伴う原油・
ガス分野の投資意欲減退（－）

• 長期的に見た世界のエネルギー需
要の拡大傾向（＋）

• LEWA社やGeveke社との一体
化促進によるグローバルな対
応力

• エネルギー分野の開発・採掘、
輸送・流通、生産といった上流か
ら下流領域までカバーする総合
メーカーであること

• 民間航空機需要は旺盛で、主要航
空機メーカーは増産傾向（＋）

• 格安航空会社の市場シェア拡大等に
伴う航空機購入意欲の高まり（＋）

• 世界の主要な航空機メーカー
に対する納入実績

• 主力製品であるカスケードが世
界シェア90%を占めており、主
要な航空機メーカーからの信
頼獲得

• 国内における医療費抑制政策や透
析患者数の増加率の鈍化による医
療機関の投資意欲減退（－）

• 中国における透析市場の急速な
拡大（＋）

• 新興国を中心とした世界的な透析
市場の拡大（＋）

• 国内シェア 50%を超える透析
装置など、豊富なラインアップ
と製品に対する高い信頼性

• 透析通信システム、透析の際の
消耗品の品揃えといったパッ
ケージの提供
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事業概況：
インダストリアル事業

2015年（2015年12月期）の業績

 インダストリアル事業の2015年12月期は、長期化する
原油価格の低迷を受け、主力市場であるエネルギー関連業
界では投資判断の先延ばしや投資縮小が続いており、引き
続き厳しい事業環境となりました。このような中、LEWA

社では、原油・ガス生産施設向けの受注高は減少しました
が、一方で設備投資が活発化している石油化学市場向け
の拡販に注力しました。LNG用ポンプの主力拠点である
Nikkiso Cryo社では、生産体制が整備され、受注残案件の
遂行が過去最高水準となりました。当期末にかけ、国内大
型案件の瑕疵対応に伴う損失引当金の計上や、LEWA社で
の顧客のプロジェクト進行の遅延に伴う大型案件の製品出
荷の期ずれ、為替レート変動による海外子会社の利益減少
が重なりましたが、前年同一期間に比べ増益となりました。
 この結果、インダストリアル事業の業績は、受注高は
590億50百万円（前年同一期間647億11百万円、前年同一
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期間比8.7%減）、売上高は579億77百万円（前年同一期間
580億54百万円、前年同一期間比0.1%減）となりました。
 ポンプ・システム事業では、原油・ガス市場の上流分野
での市場縮小が進む中、LEWA社を中核拠点として事業運
営体制の最適化を進めてきました。国内外のグループ一
体となって強みを発揮させる態勢が整備されたことによ
り、LEWA社やGeveke社が持つ優れた技術力と製品群を
活かした世界市場での事業拡大、共通顧客へのアフター
セールス事業の推進、LNG用ポンプ事業の主要拠点である
Nikkiso Cryo社の陣容強化など、さらなる成長に向けた道
筋を作っていくことが可能となっています。電力向けシス
テム、精密機器などでは、市場に応じて柔軟な経営体制を
採用することで事業の収益力の強化を図っていきます。

2016年（2016年12月期）の施策

 長期化している原油価格の低迷に伴い、エネルギー関
連業界の投資縮小傾向は継続しています。このような中、
LEWA社では、顧客による投資判断の遅れや、顧客プロジェ
クトの進行遅延が発生しており、大型案件における製品出
荷の期ずれなど業績への影響が出始めています。今後の
動向に引き続き留意しながらも、石油化学施設向け製品の
拡販、LEWA社をはじめとしたグループ企業間の事業シナ
ジー最大化を目指すとともに、アフターセールス体制の整
備など、従来の施策を着実に遂行し、収益力の強化を図っ
ていきます。

主要製品

往復動ポンプクライオジェニックポンプキャンドモータポンプ

グローバルベースでのポンプ生産体制再構築

 インダストリアル事業では、ポンプ事業の中長
期的かつ抜本的な収益改善策として、LEWA社と
のグロ―バルベースでの事業統合を推進していま
す。その一環として、グローバルベースでの最適
な生産体制再構築を目指した生産拠点の見直しを
進めています。
 2015年には、東村山製作所における生産体制の見
直しに着手しました。東村山製作所で生産していた
製品のうち、システム製品、高圧機器製品について
はファブレス化（製造外注化）を進め、ポンプ製品に
ついては生産工程の大幅な外注化を図りました。そ
の結果、生産負荷の軽減や平準化につなげ、社内マ
ンパワーを高付加価値な作業に集中することで事業
の効率化を実現しました。
 また、今回の見直しで工場に作ったスペースを、航
空宇宙事業の国内向け航空機部品の製造工場とし
て活用する計画です。

東村山製作所
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事業概況：
航空宇宙事業
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2015年（2015年12月期）の業績

 航空宇宙事業の事業環境を見ますと、世界的に旺盛な航
空機需要を背景に、民間航空機メーカー各社は既存機種の
増産や新型機の開発を積極化させており、アジア地域での
部品調達の動きも加速しています。国内およびベトナムに
生産拠点を持つ当社グループはこれらの顧客動向に着実に
対応し、引き続き事業拡大を目指していきます。
 国内では、主力製品であるカスケードの生産数が順調に
伸びており、過去最高水準の出荷高となりました。また、
ベトナム・ハノイ工場では、急激な生産体制の拡大、複数の
新規プロジェクトの同時遂行による混乱により一時的な経
費が増加したものの、Jパネル等の生産が順調に立ち上が
り、収益拡大に貢献しました。
 この結果、航空宇宙事業の受注高は、104億34百万円（前
年同一期間72億17百万円、前年同一期間比44.6%増）、売
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カスケード トルクボックス ブロッカードア Jパネル

主要製品

ファンケースライナー

上高は105億96百万円（前年同一期間72億54百万円、前年
同一期間比46.1%増）となりました。また、各製品の受注
が順調に拡大し、増益を果たすことができました。
 民間航空機需要は中長期的にも成長が見込まれており、
当社への引き合いも旺盛な状況が続いています。これら需
要を着実に取り込むべく、東村山製作所内に建設中の航空
宇宙工場の立ち上げを着実に遂行するとともに、ベトナム・
ハノイ工場の拡張など、事業拡大を実現するための戦略投
資を的確に実施しています。

2016年（2016年12月期）の施策

 民間航空機需要は引き続き旺盛であり、主要航空機メー
カーによる航空機の増産が続く見込みです。カスケード
は、既存の航空機だけでなく、新型機での受注を拡大して
おり、製品種別、生産数量は拡大基調にあります。このよ
うな中、国内においては、金沢製作所におけるカスケード
生産能力の向上や東村山製作所における新工場の立ち上げ
など、生産能力拡大に向けた施策を着実に進めていきます。
ベトナム・ハノイ工場においては、引き続き事業体制の整
備を着実に遂行し、生産性向上を通してさらなる収益性の
向上を目指していきます。

ファンケースライナーの長期供給に合意

 日機装は、川崎重工業株式会社様との間で、エア
バスA320neo向けのエンジン部品であるファンケー
スライナーの長期供給に合意しました。ファンケー
スライナーは、航空機エンジンに使用され、ファン
ブレードと呼ばれる部品の飛散防止やエンジン音の
騒音低減に効果があります。
 エアバスA320neoは、エアバス社の最新型旅客機
で4,000機以上の確定受注があり、2015年より引き
渡しが始まっています。当社は、A320neoが搭載す
るPWエンジンの総生産数の約50%に対して、ファ
ンケースライナーを納入することとなっています。
 当社は、航空機向けにCFRP製である主力製品カ
スケードをはじめとして、エンジン周辺の逆噴射装
置関連や主翼関連などの様々な航空機部品の供給を
行っていますが、今回の長期供給合意によりさらな
る事業拡大につなげていきます。
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事業概況：
メディカル事業

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

80,000

40,000

60,000

20,000

0

’15/12
（9カ月）

’15/3’14/3’13/3’12/3 ’15/12
（9カ月）

’15/3’14/3’13/3’12/3 ’15/12
（9カ月）

’15/3’14/3’13/3’12/3

12,000

6,000

9,000

3,000

0

60,000

30,000

45,000

15,000

0

57,977

10,596

41,592

売上高 売上高 売上高
（百万円） （百万円） （百万円）

2015年（2015年12月期）の業績

 メディカル事業の国内市場では、医療費の抑制政策や透
析患者数の増加率の鈍化などにより、医療機関の投資意欲
の減退傾向が続き、経営環境は従来にまして厳しくなって
きています。このような中、国内市場では、主力である透
析装置の販売数が当期末に向けて前年を上回るなど一部で
改善の兆候が見られましたが、競争激化に伴う収益率の低
下などもあり本格的な業績回復には至りませんでした。消
耗品については、ダイアライザーが伸び悩んだものの、血
液回路や粉末型透析用剤の販売は堅調に推移しました。
 海外市場では、中国合弁会社向けの部品販売や欧州向け
新製品の販売が伸長しました。また、米Baxter社から譲り
受けたCRRT（急性血液浄化療法）事業も収益に貢献しまし
た。しかし、いずれも国内市場の透析装置の販売不振を補
うには至りませんでした。
 この結果、メディカル事業の受注高は435億22百万円（前
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血液回路セット 中空糸型透析器（ダイアライザー）CRRT装置透析装置「DBB-100NX」

主要製品

年同一期間431億2百万円、前年同一期間比1.0%増）、売上
高は415億92百万円（前年同一期間421億18百万円、前年同
一期間比1.2%減）、セグメント利益は30億41百万円（前年
同一期間38億39百万円、前年同一期間比20.8%減）となり
ました。
 メディカル事業においては、厳しい事業環境が続くもの
と見込んでいますが、当社グループは、透析治療の省力化
や自動化など、透析医療機関の新たなニーズを的確に捉え
た製品の開発や、事業体制の最適化等の施策を着実に遂行
し、国内事業の業績回復に努めていきます。また、中国を
はじめとした海外市場における事業拡大や、人工膵臓等の
新製品の早期立ち上げに注力し、メディカル事業の収益基
盤をさらに強化していきます。

2016年（2016年12月期）の施策

 医療費の抑制政策や透析患者数の増加率の鈍化など、国内
の事業環境はますます厳しくなってきています。透析装置
の買い控えが起きている一方で、透析治療に対する省力化や
自動化、最新の治療法に対応した透析装置など、当社ならで
はの製品開発への底堅い需要が継続していると認識してい
ます。透析医療機関のニーズへの機動的な対応や、充実した
メンテナンスサービスの提供など、当社の強みを発揮して
いくことで、国内業績の早期回復を目指していきます。ま
た、欧州市場、中国市場に投入した新製品やCRRT事業の業
容拡大による収益貢献、人工膵臓に続く新製品の市場投入
を通じて、医療部門の収益基盤の強化に努めていきます。

透析装置「DBB-EXA」

自動化機能付き透析装置を欧州で発売

 メディカル事業では、自動化機能を備えたハイエ
ンドの人工透析装置「DBB-EXA」の欧州での販売を
開始しました。人工透析装置で国内シェアトップの
当社はこれまでも欧州・中国など向けに透析装置を
販売してきましたが、自動化機能を備えた機種の海
外販売はこれが初めてとなります。
 DBB-EXAは、Nikkiso Europe（ドイツ）などから
の市場情報をもとに、RAKU （ease & comfort）を開
発コンセプトに製品化を進めました。透析を行うた
めに必要な操作回数を少なくすることで、透析業務
の効率化・省力化を実現し
ました。また、自動化により、
オペレーターの経験に左右
されない処置が可能になり、
安全性向上のメリットもあ
ります。
 まずは欧州地域での販売を
中心に進め、将来的には欧州
以外の地域への販売も検討
していく計画です。



日本

欧州

アジア

北米

35.0%
385.9億円

13.6%
150.2億円

地域別売上高

24.1%
265.6億円

23.4%
258.3億円
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グループネットワーク

　

東村山製作所 ●●
技術開発研究所 ●●
金沢製作所 ●●
白山工場 ●
創光科学株式会社 ●
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	 ●
日機装技研株式会社	 ●
日機装サーモ株式会社	 ●

● インダストリアル事業
● 航空宇宙事業
● メディカル事業
● その他

日本
欧州
Geveke B.V. (Netherlands) ●
Nikkiso-KSB GmbH (Germany) ●
Nikkiso Europe GmbH (Germany) ●
LEWA GmbH/Headquarters (Germany) ●
Ingenieurbüro Schmedding GmbH & Co. KG (Germany) ●
LEWA Pumpen GmbH (Austria) ●
LEWA Pumpen spol. s. r. o. (Czech Republic) ●
LEWA S.A.S. (France) ●
LEWA S.R.L. (Italy) ●
LEWA OOO (Russia) ●
LEWA AS (Norway) ●
LEWA Hispania, S.L. (Spain) ●
LEWA Pumpen AG (Switzerland) ●
LEWA Middle East FZE (U.A.E) ●

海外

当社グループは、世界中のお客様のニーズに対応するために最適なネットワークを構築しています。
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海外
アメリカ
Nikkiso America, Inc. (U.S.A.) ●
Nikkiso Cryo, Inc. (U.S.A.) ●
Microtrac, Inc. (U.S.A.) ●
LEWA Bombas Ltda. (Brazil) ●
LEWA-Nikkiso America, Inc. (USA) ●
LEWA Process Technologies, Inc. (USA) ●

アジア
Shanghai Nikkiso Non-Seal Pump Co., Ltd. (China) ●
Shanghai Nikkiso Trading Corporation (China) ●
Weigao Nikkiso (Weihai) Dialysis Equipment Co., Ltd. (China) ●
Nikkiso Pumps Korea Ltd. (Korea) ●
Taiwan Nikkiso Co., Ltd. (Taiwan) ●●
M. E. Nikkiso Co., Ltd. (Thailand) ●
Nikkiso Medical (Thailand) Co., Ltd. (Thailand) ●
Nikkiso Vietnam MFG Co., Ltd. (Vietnam) ●
Nikkiso Vietnam, Inc. (Vietnam) ●
LEWA Pumps (Dalian) Co., Ltd. (China) ●
LEWA (Dalian) Sales Co., Ltd. (China) ●
LEWA-Nikkiso Singapore Pte. Ltd. (Singapore) ●
Nikkiso (Shanghai) Consulting Co., Ltd. ●
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研究開発

基本的な考え方

 日機装グループは、独創的な技術を活かし、市場のニー
ズに応えた特長ある製品、サービスを提供することによっ
て社会に貢献することを経営の基本方針としています。
 この基本方針に基づき、工業分野と医療分野という大き
く二つの事業分野において、当社の持つ独創的な技術を駆
使した新製品、新技術のための研究、開発を積極的に行っ
ています。

主要な研究開発のテーマ

 工業分野では、LNG開発基地向け大型ポンプの機能・効
率向上や、環境保全に有効な無漏洩ポンプの用途拡大を目
指した大型・高効率化技術の開発を進めています。また、
軽量化により民間航空機のジェットエンジン燃料の削減に
貢献する炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の新しい用途
開発にも積極的に取り組んでいます。
 これらに加え、省電力・長寿命の特長を持ち、有害な水銀

を使用しないことで環境保護につながる深紫外線LEDの開
発および事業化に取り組んでいます。
 医療分野では、次世代の透析治療に対応するための基礎研
究を進め、透析装置の機能向上、次期透析装置の開発に取り
組んでいます。また、長年培ってきた透析関連の技術を活か
し、潰瘍性大腸炎等の各種免疫疾患治療への貢献を目指した
血液浄化療法の臨床治療を継続するとともに、研究開発を重
ね製造販売認証を取得済みの内科・外科治療分野向けの次世
代人工膵臓のさらなる改良にも取り組んでいます。

研究開発費

 当社グループでは、深紫外線LEDの開発などを中心に、
ここ数年研究開発費が増加しています。2015年12月期（9

カ月決算）の研究開発費の総額は16億88百万円（前期18億
11百万円、12カ月決算）、と高い水準にあります。今後も
「技術の日機装」確立のために、研究開発費に十分な予算を
充て、新規事業、新製品の研究開発を進めていきます。

 日機装グループの研究開発は、これまで築き上げてきた独創的な技術の蓄積を活用し、
その技術を市場や顧客のニーズに合わせて製品やサービスとすることを目指し、工業
分野、医療分野の二つの分野で活動を積極化しています。

カスケード キャンドモータポンプ
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研究開発のコアとなる技術開発研究所※

 日機装グループは既存の技術水準に満足せずに常に進化
し続けるという文化のもとで、様々な事業会社や業界団体
との共同研究も進めながら、難しい課題に果敢に挑戦し、
技術の力で社会に貢献し続けることを目指してきました。
 技術開発の中心機能となるのが静岡にある「技術開発研
究所」です。既存事業の技術開発研究のほか、新規事業の
立ち上げの機能も担っています。
 日機装グループは、工業用ポンプ、航空機部材、人工透
析装置などの特殊な分野で世界的にも高い技術力を誇って
います。今後も、既存製品の進化、顧客ニーズの洞察から
の新たな製品開発などグループ全体の研究開発に注力し
て、「技術の日機装」の確立を目指していきます。

※2016年4月1日付で静岡製作所から技術開発研究所に名称変更しました。

 日機装はこれまでも国内で初めて人工透析装置を
製造するなど高い技術力を活かした製品を次々と
世の中に送り出してきました。その当社が現在取り
組んでいる研究開発の核は、深紫外線LEDです。
 紫外線よりも波長の短い電磁波である深紫外線
は、ウイルスの殺菌や空気を清浄する効果を持ち、
そのほかにも、特殊な波長の光を当てると樹脂（イ
ンク）を硬化させる効果、自己免疫性疾患によって
起きる皮膚病などの治療、血液やタンパク質、有機
物などの特定物質の計測・分析用の光源としての用
途や効果が期待されてきました。
 その中でも、人体に有害な影響を与えるために使
用が禁止された水銀を用いた紫外線ランプ光源に
代わる代替光源として深紫外線LEDへの期待が高
まっています。

 深紫外線LEDは従来、光を取り出す効率が悪く、
また高出力化も困難なため、殺菌、清浄などの機能
が弱く、実用化は困難とされていました。しかし、
当社は独自の製造技術・ノウハウでこの問題を克服
することに成功しました。2015年には世界最高出
力50mWの深紫外線LEDの量産化に成功しました。
実用化レベルに達したことから、今後は事業化に向
けた取り組みに着手していきます。

最近の研究成果―深紫外線LED―



航空機部品ジェットエンジン／ナセル部品 主翼周辺部品

カスケード

ファン
ケース
ライナー

シャークレット ©AIRBUS

ブロッカードア

トルクボックス

J パネル
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飛躍の時を迎える航空宇宙事業特集

「カスケード」メーカーから
航空機部品メーカーへ

 日機装の航空宇宙事業の歴史は、当社が世界に先駆けて
「炭素繊維強化プラスチック（CFRP）」を使用した民間航空
機のジェットエンジン用ナセル部品「カスケード」の生産を
開始した1983年に始まります。
 「カスケード」は航空機が着陸の際にブレーキの補助とし
て、ジェットエンジンの逆噴射を制御する部品であり、それ
まで金属製だったものを当社の技術によってCFRPに切り替
えることを可能にしました。その結果、航空機の大幅な軽量
化を実現し、航空機の燃費向上につなげることができました。

航空宇宙事業の概要

 万が一の事故が許されない航空機では、安全性、耐久性
等を確保するために、高い技術が要求されます。日機装で
は、これまで蓄積してきた高度な設計・解析評価・成形・生
産技術と、万全を期した品質保証体制によって、航空機メー
カーの求める高い技術水準をクリアしており、ボーイング
社、エアバス社をはじめとする世界の主要航空機メーカー
からも高く評価されています。その結果、現在民間航空機
に対するカスケードの世界シェアは90%を超えるまでに
なっています。

日機装の航空宇宙事業は、世界的に旺盛な航空機需要を背景に急成長を遂
げています。同事業は、たゆまぬ技術開発によって、ジェットエンジンの
周辺部品である「カスケード」から徐々に製品ラインアップを拡大させ、さ
らなる成長を目指します。
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航空宇宙事業の現在の取り組み

航空宇宙事業の今後

 日機装では、絶対的な市場シェアを確保するカスケード
を足がかりにして、今ではカスケードに隣接する「ファン
ケースライナー」などのエンジンナセル関連部品や「 Jパネ
ル」などの主翼周辺部品も世界の主要航空機で採用されて
おり、「カスケード」に続く第2、第3の柱の育成を目指して

います。
 その取り組みは、航空宇宙事業の売上の伸びにも表れて
います。5年前の2011年3月期には約45億円だった売上高
が、2015年12月期（9カ月決算）では約105億円と倍以上の
規模にまで成長しています。

 民間航空機の需要は、燃料価格高騰を背景とした既存の
航空会社による燃費効率の高い新型機への買い替え、格安
航空会社による航空機購入の二つの要因で、今後も堅調
な伸びが見込まれています。現在の中期経営計画「日機装
2020」では、2020年12月期には航空宇宙事業の売上高を
2015年12月実績の3倍強である350億円にまで引き上げる
計画を立てています。
 このために、日機装では、航空機の需要拡大に合わせた
生産体制を整備していくとともに、既存製品の生産性改善、
新たな部品のCFRP化への取り組みを進めています。
 生産体制の整備としては、国内では既存の金沢製作所で
の生産能力向上に取り組むと同時に、東村山製作所では新

工場の立ち上げを着実に遂行していきます。また、海外に
おいても、ベトナム工場の活用を推進しています。航空機
メーカーの厳しい品質基準で認められた「日機装品質」を、
ベトナム工場でもクリアできる体制を構築し、日本とベト
ナムでの生産によって、今後の需要拡大に備えていきます。
 カスケードを上市してから約30年、当社は単なる「カス
ケード」メーカーを脱して、本格的な航空機部品メーカー
として認知されつつあります。今後は需要増に見合った
生産体制整備と同時にCFRPの用途拡大を通じて、航空機
メーカーにとってなくてはならない部品メーカーとなるよ
う、さらなる発展を目指していきます。

Nikkiso Vietnam, Inc.
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CSR

4. 社員への環境教育を徹底し、企業の一員として、また社
会の一員として環境保全に努力することが重要であると
いう認識の定着に努めます。

 さらに、具体的な活動としては、環境マネジメントシステム
を導入し、PDCAサイクルの実施によって環境の継続的な改
善を実施しています。さらに、環境影響の特定、環境マネジ
メント計画の策定と実施、経営層による計画などの見直しを通
じて環境マネジメントシステムの構築に取り組んできました。
 国内主力の3製作所（東村山製作所、技術開発研究所、金
沢製作所）では、環境マネジメントシステムの国際規格
ISO14001の認証を取得済みであり、今後も環境に配慮し
た取り組みを継続していきます。
 また、事業活動においては、CO2の削減やエネルギー効
率の高い環境貢献製品の開発に注力をしています。メディ
カル分野では、これまで使い捨てが一般的であった透析装
置の再資源化システムについても導入しています。
 このように、環境に対して、単に廃棄物を少なくすると
いう観点にとどまらず、自ら環境貢献製品の開発を推進し
たり、積極的なリユースを展開したりすることで、社会と
ともに成長することを目指していきます。

環境に関連した活動

 日機装は、「いのち」と「環境」を原点に、独創的な技術で、
世界に貢献することを目指して企業活動を進めています。
今世界は、自然との調和を求め、 「持続可能な発展」を図る
社会への転換期にあります。日機装は、この方向に役立つ
技術、製品、サービスを提供し、社会とともに成長を目指
します。
 この目標実現に向けて、当社は1998年3月に「日機装環
境宣言」を発表し、「循環型社会」に貢献する企業としての第
一歩を踏み出しました。
 この環境宣言では、次の4つの行動指針に基づき企業活
動を行うことを定めています。
1. 開発・設計の段階で環境・安全についての評価を行い、環
境保全を配慮した製品の開発に努めます。

2. 生産・流通・サービス・廃棄などの段階で発生する廃棄物・
汚染物質の最小化と適切な処理に努めます。また、資源・
エネルギーの節約に努めます。

3. 環境関連の法律・規制・協定などを遵守することはもとより、
自主管理目標を設定し環境管理レベルの向上に努めます。

環境貢献製品

 日機装は、環境マネジメントシステムを導入すると同時に、社会貢献活動
を推進しています。また、われわれは、1998年に「日機装環境宣言」を発表し、
温室効果ガスの削減による地球環境保全を含む循環型社会への貢献に向け
た取り組みを行っています。

エコフローポンプ 深紫外線LED 人工膵臓



29

日機装株式会社　アニュアルレポート2015

事業継続計画の一環としての国内工場の移転

 当社の製品は、基幹産業や最先端分野を含め幅広く採用
されています。われわれはそのため強固な供給体制確立が
重要であることを意識しています。
 そのため、当社は、事業継続計画の一環として、日本国
内のいくつかの工場の移転を実施しました。一例として、
透析装置や航空機部品などのように社会的に非常に重要な
製品を製造していた静岡製作所は、東海地震が予測される
地域に位置していることから、巨大なダメージや製品供給
に関連した混乱を回避するために、移転を実施しました。
われわれは、移転と同時に生産能力の向上も目指しており、
移転先となった金沢製作所は現在、次世代の最先端工場と
なっています。国内工場の移転計画は2015年3月には完了
していますが、われわれは社会的責任を果たす企業として、
その後も事業継続計画の強化を続けています。

透析装置の再資源化システム

 われわれは廃棄物に焦点をあてた取り組みを行っています。
この取り組みには、使用済みの当社製透析装置の廃棄物のう
ちで、使用者に同意を得たものを再利用、リサイクルする取
り組みも含まれています。このシステムは、顧客の廃棄に関
する負担を軽減し、循環型社会への貢献につながっています。

その他のCSR関連活動について

地域貢献活動
 日機装では、企業はそれ単独では成立せず、地域社会な
どとの協働、共存によって成立するものと考えています。
そのため、生産拠点を配する金沢、東村山、静岡やグルー
プ会社LEWA社などを中心に地元に根付いた地域貢献活動
や各種の支援活動を展開しています。

文化・芸術支援
 日機装は、文化・芸術支援の一つとして、「公益財団法人
宗桂会」を設立しています。創業者 音桂二郎の母方の系譜
にある山川家が代々金沢の地に伝えてきた加賀象嵌という
伝統金工技法に関して、その技法を受け継ぐ後継者育成、
金工技術の発展普及のため、啓蒙活動を行っています。

工業技術奨励活動
 日機装は、工業技術の発展に寄与することが社会への貢献
につながると考え、工業技術への奨励活動を行っています。

金沢製作所における科学授業

引き取り依頼

業務完了報告

引き取り依頼

廃棄物処理委託契約

引き取り

お客様

指定運送会社

解体拠点

再資源化会社

再資源化システム
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コーポレート・ガバナンス

 日機装グループは、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、意思決定の透明性、公正
性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定ができるよう努めてきました。また、当
社グループは、社会の一員として健全な社会倫理・価値観を共有し、ステークホルダー
との良好な関係構築に努めてきました。同時に当社グループは、成長の源泉となる技
術力をもとに、事業活動の拡大だけでなく、高収益企業への進化を目指しています。

基本的な考え方

 当社グループは、社会の一員として健全な社会倫理・価
値観を社会と共有しながら、法令・定款・社会規範を遵守し、
株主、顧客、従業員とその家族、取引先、債権者などの当社
グループの利害関係者（以下「利害関係者」といいます。）と
良好な関係を構築するとともに、人々の良質な暮らしの実
現のために、他にない技術の提供を通じて、原油・天然ガス
生産業をはじめとする流体を扱う多様な産業、航空宇宙、
透析医療などの暮らしの根幹分野で創造的な貢献を果たす
ことを経営の理念とし、当社グループの持続的な成長と中
長期的な企業価値の向上を目指します。
 当社グループは、意思決定の透明性、公正性を確保する
とともに、迅速・果断な意思決定により、経営の理念を実現
することが目指すべきコーポレート・ガバナンスの要諦と
考え、次の基本的な考え方に沿って、当社グループの発展
段階に適合する最良のコーポレート・ガバナンスの構築に
取り組みます。
・株主の権利を尊重し、平等性を確保します
・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します
・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します
・ 経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。独立社外
取締役、独立社外監査役、内部監査人・会計監査人の連携
による経営の実効的な監督・監査を確保するとともに、業
務執行部門が事業の収益性向上に注力できる環境をグ
ループ内に整備します
・ 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主
との間で建設的な対話を行ないます

企業統治の体制

a 取締役会及び監査役会
 取締役会は、効率的かつ実効的なコーポレート・ガバナ
ンスの実現を通じて、当社グループを持続的に成長させ、
中長期的な企業価値の最大化を実現するため、次の役割を
担います。
・経営戦略等の経営の大きな方向性を示すこと
・迅速・果断な経営判断を支える社内体制を整備すること
・ 経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明
性を確保すること

 現在、取締役会は7名の取締役（うち社外取締役は2名）で
構成しています。原則として毎月1回定例の取締役会を開
催し、また迅速で効率的な意思決定を行なう観点から随時
書面決議も行なっています。個別の業務執行はできるかぎ
り執行部門に委譲することで、迅速・果断な意思決定を支
えるとともに、取締役会が上記の役割に専念できる環境を
整えるため、2015年12月に取締役会付議基準の一部改訂
を行ないました。今後も経営の監督と執行の分離の観点か
ら、取締役会付議基準の最適化を進める方針です。
 監査役及び監査役会は、取締役及び取締役会から独立し
た立場で、取締役及び取締役会がその責務を適法・適切に
果たすことを監査することが主な責務です。
 現在、監査役会は4名の監査役（うち社外監査役は2名）で
構成しています。原則として、毎月1回定例の監査役会を
開催し、監査方針、各監査役の業務分担、具体的実施事項、
監査役の監査報告の聴取、取締役・執行役員等からの業務
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執行状況の聴取等を行ない、適宜、その結果を取締役会に
報告しています。また、定例の監査役会には、社外取締役2

名も同席し、取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を
共有し、意見を交換します。監査役は、取締役会において
あるいは経営陣に対して適切に意見を述べています。

b その他の重要な会議体
 迅速・果断な意思決定を行なえる社内体制を構築すべく、
執行役員制度及び事業本部制を採用しています。社長、副
社長及び常務執行役員を主要な構成員とする常務会を設置
し、取締役会付議事項を含む重要な業務執行について審議
を行ないます。また、多様な事業を手がける当社は、各事
業と市場に精通した業務執行者に当該事業をゆだね、市場
に近いところで迅速な意思決定ができるよう事業本部制を
採用しています。

c 会計監査人監査
 会計監査は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を結
び、決算時の監査及び必要に応じて、適宜会計全般に関す
る助言を受けています。

d 内部統制システム
 当社は、当社グループが社会の一員として健全な社会倫
理・価値観を共有し、法令・定款・社会規範を遵守して、ス
テークホルダーとの良好な関係を構築するとともに、当社
グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目
指すため、当社グループの内部統制体制を整備しています。
 そのひとつとして、内部統制担当の取締役を委員長とす
る全社的な内部統制委員会を組織しています。また、当社
グループの役職員が企業人としての良心にしたがい、社会
へ貢献するために守るべき基本的な事項を定めた「日機装
グループグローバル行動規範」を制定しています。さらに、
透明で公正なグループ経営を目指し、当社グループの従業
員が当社グループにおける法令違反などの事実を発見した
場合に、直接、匿名または実名で社外弁護士などの専門家
に通報できる「内部通報制度」を国内外で整備しています。

e 責任限定契約
 社外取締役2名及び監査役4名（うち、社外監査役2名）と
は、定款の規定に基づき、それぞれ当社と会社法第423条
第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結します。当該
契約に基づく社外取締役及び監査役の損害賠償責任限度額
は、5百万円又は3百万円と法令の定める最低責任限度額と
のいずれか高い額とします。

内部監査及び監査役監査

 内部監査部門として社長直轄の内部監査室を置き、当社
グループの内部監査を行なっています。
 当社は監査役制度を採用しており、監査役会は社外監査
役2名を含む4名の監査役で構成し、当社グループの監査に
当たっています。これらの監査役には、財務及び会計に関
する相当程度の知見を有する監査役が含まれています。
 内部監査室及び監査役は、定期的に情報交換・意見交換
を行なうほか、会計監査人とも定期的及び随時に意見交換・
協議を行なっています。

社外取締役及び社外監査役

a 社外取締役及び社外監査役の員数
 独立社外取締役を2名、独立社外監査役を2名選任してい
ます。

b 社外取締役又は社外監査役が当社の企業統治に
 おいて果たす機能及び役割
 社外取締役及び各社外監査役は、一般株主と利益相反が
生ずるおそれのない立場から経営の意思決定・職務執行を
監督・監査する役割を期待しています。
1）  社外取締役 中根堅次郎氏は、公認会計士・税理士であ
り、会計・税務に関する専門的知見と企業経営全般に対
する高い見識を備えています。
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 経営陣・取締役会の保身を目的とすることなく、また、そ
の実施については、取締役会がその必要性・合理性を十分
に検討し、適正な手続きを確保するとともに、株主に十分
な説明を行ないます。

コーポレートガバナンス・コードへの対応について

 東京証券取引所は、上場企業のあるべき姿として取りま
とめた「コーポレートガバナンス・コード」の適用を2015年
6月より開始しました。当社は、持続的な成長と中長期的
な企業価値向上を目指し、このコードで掲げられている5つ
の基本原則に対応した取り組みを進めていきます。

◆ 株主の権利・平等性の確保
株主の権利/平等性の確保と権利行使の環境整備

◆ 株主以外のステークホルダーとの適切な協働
環境、社会、統治問題への積極的な対応、社内の多様性の
確保推進

◆ 適切な情報開示と透明性の確保
法令に基づく開示以外の情報提供への主体的な取り組み

◆ 取締役会等の責務
取締役会の機能の十分な発揮、独立社外取締役の有効な活用

◆ 株主との対話
株主との対話促進のための体制整備、株主への明確な説明

2）  社外取締役 菊地裕太郎氏は、日本弁護士連合会副会長、
東京弁護士会会長の要職を歴任するなど、弁護士として
高い見識を有しています。企業法務と企業経営全般に
ついて専門的知見と幅広い経験を有しています。

3）  社外監査役 長友英資氏は、東京証券取引所常務取締役
（最高自主規制責任者）、金融庁企業会計審議会委員及び
公益財団法人財務会計基準機構理事などの要職を歴任
し、財務・会計に関する相当程度の知見に加え、コーポ
レート・ガバナンス、コンプライアンス・システム等に精
通しています。

4）  社外監査役 中久保満昭氏は、弁護士として企業法務全
般にわたり広く活躍されており、コンプライアンス、
コーポレート・ガバナンスについても高い見識を備えて
います。

c   社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と
内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携
並びに内部統制部門との関係

 社外取締役及び監査役は、適宜、社内取締役、執行役員
及び従業員に対して説明もしくは報告を求め、又は社内資
料の提出を求めることができる環境にあります。また、定
例の監査役会には、社外取締役2名も同席し、社外監査役・
常勤監査役と取締役会付議事項や業務執行に関わる情報を
共有し、意見を交換します。社外取締役及び監査役は、会
計監査人、内部監査人又は内部統制室とも定期的及び随時
に情報交換・意見交換を行なっています。

買収防衛策

 当社は、当社株式の大規模な取得が行なわれた際には、
当社の企業価値及び株主共同の利益の維持・向上の観点か
ら、金融商品取引法など関係する法令に従い、当社株式の
大量取得行為等についての是非を株主が適切に判断するた
めに必要かつ十分な情報の開示と時間の確保に努めるとと
もに、法令及び定款の許容する範囲内において適切な措置
を講じていきます。
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財務セクション
マネジメントによる連結業績のレビューと分析

事業環境

 当社は従来、連結決算日を毎年3月31日としていました
が、当連結会計年度から連結決算日を12月31日に変更し
ました。当社および国内外のグループ会社の決算期を統一
することで、世界に広がる当社グループの事業活動や経営
情報をより適時・的確に開示していくことが狙いです。
 これに伴い、当期の連結損益計算書は、当社およびこれ
までの決算日が3月末日であった子会社については、2015

年4月1日から同年12月31日まで（ 9カ月）の損益を、12月
末日であった子会社については2015年1月1日から同年12

月31日まで（12カ月）の損益を連結しています。
 また前年比較にあたっては、当社および従前の決算日が
3月末日であった子会社は9カ月の損益を、12月末日であっ
た子会社については12カ月の損益を連結した前年同一期
間の業績数値を算出し、比較しています。なお、前年同一
期間の業績数値は会計監査を受けていない参考数値となり
ます。
 当期における当社グループの事業環境は、インダストリ
アル事業においては、長引く原油価格の低迷によって原油・
ガス分野の案件が停滞した一方で、原油価格低下の恩恵を
受けた石油化学分野の案件は活発化しました。航空宇宙
事業においては、旺盛な航空機需要を背景に、航空機メー
カー各社は既存機種の増産や新型機の開発を積極化してお
り、当社事業も堅調に推移しました。メディカル事業にお
いては、国内市場は、医療費の抑制や透析患者数の増加率
の鈍化など透析医療機関を取り巻く環境は厳しさを増して
おり、医療機関の投資意欲は引き続き低調でした。海外市
場は、欧州に投入した新製品が順調な立ち上がりを見せた

ほか、中国合弁会社への部品販売も順調に推移しましたが、
国内市場の不振による業績低下を補完するには至りません
でした。

業績の概況

 当社グループの2015年12月期の受注高は1,130億59

百万円（前年同一期間1,150億74百万円、前年同一期間比
1.8%減）、売上高は1,102億18百万円（前年同一期間1,074

億69百万円、前年同一期間比2.6%増）、営業利益は38億44

百万円（前年同一期間39億80百万円、前年同一期間比3.4%

減）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は20

億31百万円（前年同一期間35億86百万円、前年同一期間比
43.4%減）となりました。
 長期化する原油価格の低迷や国内医療費の抑制の動きが
顕著になるなど、厳しい事業環境の中、業績回復のための
施策を着実に実行していくとともに、LNGポンプ事業の拡
大を含む石油・ガス向け事業の積極展開、東村山製作所内
での航空宇宙工場の新設やハノイ工場の増設など航空機部
品の製造能力増強、またCRRT（急性血液浄化療法）事業の
拡大、透析事業の海外展開、新規医療製品の開発など、中
長期的な視点に基づいて持続的な成長の実現、収益力の向
上に向けた事業戦略を推進することで、今後の本格的な業
績寄与を見込んでいます。
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セグメント別の概況

工業部門
 工業部門は、ポンプ・システム製品、粉体計測機器等を手
掛けるインダストリアル事業、炭素繊維強化複合材を使っ
た航空機部品等を手掛ける航空宇宙事業、および新規事業
の紫外線LED事業等で構成しています。
 工業部門全体での受注高は695億36百万円（前年同一期
間719億71百万円、前年同一期間比3.4%減）、売上高は686

億25百万円（前年同一期間653億51百万円、前年同一期間
比5.0%増）、セグメント利益は36億68百万円（前年同一期
間26億81百万円、前年同一期間比36.8%増）となりました。

インダストリアル事業
 長期化する原油価格の低迷を受け、主力市場であるエネ
ルギー関連業界では投資判断の先延ばしや投資縮小が続い
ており、引き続き厳しい事業環境となりました。このよう
な中、LEWA社では、原油・ガス生産施設向けの受注高は減
少しましたが、一方で設備投資が活発化している石油化学
市場向けの拡販に注力しました。LNG用ポンプの主力拠
点であるNikkiso Cryo社では、生産体制が整備され、受注
残案件の遂行が過去最高水準となりました。当期末にか
け、国内大型案件の瑕疵対応に伴う損失引当金の計上や、
LEWA社での顧客のプロジェクト進行の遅延に伴う大型案
件の製品出荷の期ずれ、為替レート変動による海外子会社
の利益減少が重なりましたが、前年同一期間に比べ増益と
なりました。
 この結果、インダストリアル事業の業績は、受注高は
590億50百万円（前年同一期間647億11百万円、前年同一

期間比8.7%減）、売上高は579億77百万円（前年同一期間
580億54百万円、前年同一期間比0.1%減）となりました。

航空宇宙事業
 世界的に旺盛な航空機需要を背景に、民間航空機メー
カー各社は既存機種の増産や新型機の開発を積極化させて
おり、アジア地域での部品調達の動きも加速しています。
国内およびベトナムに生産拠点を持つ当社グループはこれ
らの顧客動向に着実に対応し、引き続き事業拡大を目指し
ていきます。
　国内では、主力製品であるカスケードの生産数が順調に
伸びており、過去最高水準の出荷高となりました。また、
ベトナム・ハノイ工場では、急激な生産体制の拡大、複数の
新規プロジェクトの同時遂行による混乱により一時的な経
費が増加したものの、Jパネル等の生産が順調に立ち上が
り、収益拡大に貢献しました。
　この結果、航空宇宙事業の受注高は、104億34百万円（前
年同一期間72億17百万円、前年同一期間比44.6%増）、売
上高は105億96百万円（前年同一期間72億54百万円、前年
同一期間比46.1%増）となりました。

医療部門
メディカル事業
 メディカル事業は、人工透析装置、ダイアライザー、血
液回路、粉末型透析用剤などの血液透析および腹膜透析な
らびにCRRT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・メンテナンスを行っています。
 国内市場では、医療費の抑制政策や透析患者数の増加率
の鈍化などにより、医療機関の投資意欲の減退傾向が続き、
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経営環境は従来にまして厳しくなってきています。このよ
うな中、国内市場では、主力である透析装置の販売数が当
期末に向けて前年を上回るなど一部で改善の兆候が見られ
ましたが、競争激化に伴う収益率の低下などもあり本格的
な業績回復には至りませんでした。消耗品については、ダ
イアライザーが伸び悩んだものの、血液回路や粉末型透析
用剤の販売は堅調に推移しました。海外市場では、中国合
弁会社向けの部品販売や欧州向け新製品の販売が伸長しま
した。また、米Baxter社から譲り受けたCRRT事業も収益
に貢献しました。しかし、いずれも国内市場の透析装置の
販売不振を補うには至りませんでした。
 この結果、医療部門の受注高は435億22百万円（前年同
一期間431億2百万円、前年同一期間比1.0%増）、売上高は
415億92百万円（前年同一期間421億18百万円、前年同一期
間比1.2%減）、セグメント利益は30億41百万円（前年同一期
間38億39百万円、前年同一期間比20.8%減）となりました。

研究開発

 当社グループは、各事業分野において、独創的な技術を
駆使し、顧客ニーズに合わせた新製品、新技術のための研
究、開発を積極的に行っています。
 工業分野では、LNG開発基地向け大型ポンプの機能・効
率向上や、環境保全に有効な無漏洩ポンプの用途拡大を目
指した大型・高効率化技術の開発を進めています。また、
軽量化により民間航空機のジェットエンジン燃料の削減に
貢献する炭素繊維複合材製品の新しい用途開発にも積極的
に取り組んでいます。さらに、省電力・長寿命の特長を持

ち、有害な水銀を使用しないことで環境保護につながる深
紫外線LEDの開発にも取り組んでいます。
 医療分野では、次世代の透析治療に対応するための基礎
研究を進め、透析装置の機能追加、次期透析装置の開発に
取り組んでいます。また、長年培ってきた透析関連の技術
を活かし、潰瘍性大腸炎等の各種免疫疾患治療への貢献を
目指した血液浄化療法の臨床治療をドイツ等で継続すると
ともに、研究開発を重ね製造販売認証を取得済みの内科・
外科治療分野向けの次世代人工膵臓のさらなる改良にも取
り組みました。
 なお、当期の研究開発費の総額は16億88百万円です。

財政状態

 当期末の資産合計は1,776億46百万円となり、前期末に
比べて35億40百万円減少しています。のれんの償却および
時価評価に伴う投資有価証券の減少などが主な要因です。
 当期末の負債合計は1,065億4百万円となり、前期末に比
べて2億18百万円減少しています。仕入債務が増加した一方
で、納税に伴い未払法人税が減少したことが主な要因です。
 当期末の純資産合計は711億42百万円となり、前期末に
比べて33億22百万円減少しています。為替換算調整勘定
の減少が主な要因です。

キャッシュ・フロー
 当期の営業活動によるキャッシュ・フローは49億18百万
円の減少となりました。税金等調整前当期純利益の計上が
主な要因です。
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 当期の投資活動によるキャッシュ・フローは44億11百万円
の増加となりました。有形固定資産の取得が主な要因です。
 当期の財務活動によるキャッシュ・フローは127億88

百万円の減少となりました。配当金の支払いによる支出が
主な要因です。
 これらの結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前
期末に比べて38億97百万円減少し、274億3百万円となり
ました。

設備投資および減価償却
 当期の設備投資額は生産設備の能力増強投資を中心に、
更新投資、合理化投資を含めて総額48億28百万円を実施し
ました。国内生産拠点再編における工場の新設、ベトナム
における複合材製品生産工場の増設などが主な設備投資の
内容です。なお、重要な設備の除却または売却はありませ
ん。減価償却費については、47億39百万円となりました。

ROEとROA

 ROE（自己資本当期純利益率）は、7.4%から2.8%に減少
し、ROA（総資産経常利益率）も5.2%から2.2%に減少しま
した。主な要因は、「業績の概況」で記載したとおり、当期純
利益が減少したことによるものです。

利益還元と配当に関する基本方針

 当社では、業績、経営環境等を総合的に勘案した利益還
元を行っていくことを基本方針とし、かつ安定的な配当に
も留意します。また、長期的、安定的な将来の事業展開に
備え、財務体質を一層強化するため、内部留保の充実にも
努めます。
 当社は、2015年6月24日に開催した定時株主総会におい
て定款一部変更の件を決議し、事業年度の末日を3月31日
から12月31日に変更し、中間配当の基準日も9月30日から
6月30日に変更しました。なお、当期は2015年9月30日を
基準日として中間配当を実施しました。
 当期末の期末配当については、上記の方針に基づき、1株
8円としました。なお、中間配当金として、1株8円の配当を
行っており、年間配当金は1株16円となります。
 また次期の配当についても、1株当たり16円の年間配当
実施を予定しています。当期の配当性向は、前期が24.2%

だったのに対して、60.7%となりました。純資産配当率は
1.7%であり、前期の1.8%と比較しほぼ同じ水準となって
います。

次期の見通し

 長期化する原油価格の低迷や医療費の抑制政策の推進な
ど、当社を取り巻く事業環境は厳しさを増しています。当
社グループはこれらの環境変化に適切に対応し、今後さら
なる成長を成し遂げるために、新たな中期経営計画「日機
装2020」を策定しました。初年度にあたる2016年12月期



38

においては、明確になった課題の解決に向けて諸施策を着
実に実行していきます。

工業部門
インダストリアル事業
 長期化している原油価格の低迷に伴い、エネルギー関
連業界の投資縮小傾向は継続しています。このような中、
LEWA社では、顧客による投資判断の遅れや、顧客プロジェ
クトの進行遅延が発生しており、大型案件における製品出
荷の期ずれなど業績への影響が出始めています。今後の
動向に引き続き留意しながらも、石油化学施設向け製品の
拡販、LEWA社をはじめとしたグループ企業間の事業シナ
ジー最大化を目指すとともに、アフターセールス体制の整
備など、従来の施策を着実に遂行し、収益力の強化を図っ

ていきます。

航空宇宙事業
 民間航空機需要は引き続き旺盛であり、主要航空機メー
カーによる航空機の増産が続く見込みです。このような
中、国内においては、金沢製作所におけるカスケード生産
能力の向上や東村山製作所における新工場の立ち上げな
ど、生産能力拡大に向けた施策を着実に進めていきます。
ベトナム・ハノイ工場においては、引き続き事業体制の整
備を着実に遂行し、生産性向上を通してさらなる収益性の
向上を目指していきます。
 このほか、新規事業化を目指す深紫外線LED事業におい
ては、台湾プラスチックグループの中核企業である台塑石
化股份有限公司との合弁会社設立を通じて、近い将来の紫
外線LED需要に対応できる安定した生産体制の整備を進め
ていきます。

医療部門
メディカル事業
 医療費の抑制政策や透析患者数の増加率の鈍化など、国
内の事業環境はますます厳しくなってきています。透析装
置の買い控えが起きている一方で、透析治療に対する省力
化や自動化、最新の治療法に対応した透析装置など、当社
ならではの製品開発への底堅い需要が継続していると認
識しています。透析医療機関のニーズへの機動的な対応
や、充実したメンテナンスサービスの提供など、当社の強
みを発揮していくことで、国内業績の早期回復を目指して
いきます。また、欧州市場、中国市場に投入した新製品や
CRRT事業の業容拡大による収益貢献、人工膵臓に続く新
製品の市場投入を通じて、医療部門の収益基盤の強化に努
めていきます。



39

日機装株式会社　アニュアルレポート2015

リスク

事業等のリスク

 当社グループの経営成績、株価および財務状況などに影
響を及ぼす可能性のある主なリスクとして、下記の通り認
識しています。なお、文中の将来に関する事項は、当連結
会計年度末時点において当社グループが判断したものであ

ります。

製品市場変動
 インダストリアル事業の主要な顧客は、エネルギー業界、
石油化学業界、電力業界などです。この業界における需要
の縮小や競争の激化が、当社グループの業績と財務状態に
悪影響を及ぼす可能性があります。また、航空宇宙事業の
顧客の大半は航空機事業ですが、同時多発テロのような航
空機需要に重大な影響を及ぼすような事態が発生する場合
に、当社グループの業績と財務状態に悪影響を及ぼす可能
性があります。

医療保険行政
 メディカル事業は、人工透析関連市場を主要な販売先と
しており、医療保険行政の規制を受けています。したがっ
て、メディカル事業の製品の市場と価格は、直接・間接にそ
の影響を受けます。今後の規制の動向により、市場の縮小
や価格の下落などが起きる場合には、当社グループの業績
と財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

為替変動
 当社グループには、海外子会社の資産・負債をはじめと
して外貨建の売上、仕入、資産、負債があり、連結財務諸表
のために円換算しています。主な通貨は米ドルとユーロで
あり、これらの通貨の為替変動が当社グループの業績と財
務状態に影響を及ぼす可能性があります。当社グループ全

体では、外貨建売上高が外貨建仕入を上回り、また外貨建
資産が外貨建負債を上回るため、これらの通貨に対する円
高が当社グループの業績と財務状態に悪影響を及ぼす可能
性があります。

海外生産
 当社グループでは、海外販売比率の増加に伴って、海外
生産比率が増加してきています。工業部門では、ポンプ製
品はドイツ、アメリカが主力生産拠点であり、一部製品を、
中国、台湾などで生産しています。また、航空機部品の一
部をベトナムで生産しています。医療部門では、消耗品の
血液回路をベトナムとタイで生産し、人工透析装置の一部
を中国の合弁会社で生産しています。したがって、これら
の国における法律・規制の変更、政治・経済要因の変動など
により、子会社の正常な会社運営、生産活動が影響を受け
ることにより、当社グループの業績と財務状態に悪影響を
及ぼす可能性があります。

子会社の業績
 当社グループは、既存事業の製品ラインアップや技術、
販路などを強化する目的や、新規事業の獲得などのために、
国内外の会社や事業などの買収、出資を行っています。こ
れらの買収や出資で事業体質の強化を図ることにより、将
来の成長性は高まるものと考えていますが、その成果が著
しく低調に推移する場合、当社グループの業績と財務状態
に悪影響を及ぼす可能性があります。

その他
 上記のほか、世界的な経済環境悪化や紛争の発生、大規模
な自然災害などによって、当社グループの事業を取り巻く
環境に甚大な影響を与える事象が発生する場合、当社グルー
プの業績と財務状態に悪影響を及ぼす可能性があります。
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連結貸借対照表
日機装株式会社及び連結子会社
2015年12月31日及び2015年3月31日現在 

資産 百万円
2015/12 2015/3

流動資産：
 現金及び現金同等物  ¥ 27,403  ¥ 31,300 

 定期預金   590   658 

 受取債権

  受取手形及び売掛金   40,392   39,254 

  非連結子会社及び関連会社に対する売上債権   964   835 

  その他   2,144   737 

  貸倒引当金   (574)   (598)

 たな卸資産   29,070   26,100 

 繰延税金資産   1,948   1,750 

 その他   1,254   1,763 

 流動資産合計   103,191   101,799 

有形固定資産：
 土地   4,770   4,237 

 建物及び構築物   32,005   31,066 

 機械装置及び運搬具   24,771   25,239 

 リース資産   348   267 

 建設仮勘定   2,196   2,417 

 その他   11,227   11,581 

 減価償却累計額   (43,547)   (43,090)

 有形固定資産合計   31,770   31,717 

 

投資その他の資産：
 投資有価証券   11,669   13,138 

 非連結子会社及び関連会社に対する売上債権   1,000   1,330 

 長期貸付金   215   241 

 のれん   21,411   23,765 

 リース資産   96   38 

 繰延税金資産   370   250 

 その他   8,149   9,158 

 貸倒引当金   (225)   (249)

 投資その他の資産合計   42,685   47,671 

   資産合計  ¥ 177,646  ¥ 181,187 
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負債及び純資産 百万円
2015/12 2015/3

流動負債：
 短期借入金  ¥ 13,479  ¥ 11,488 

 1年内返済予定の長期負債   9,434   9,436 

 支払債務
  支払手形及び買掛金   18,146   16,472 

  非連結子会社及び関連会社に対する仕入債務   13   11 

  未払金及び設備関係支払手形   2,189   2,727 

 未払法人税等   806   2,466 

 未払費用、賞与引当金及び役員賞与引当金   4,365   4,904 

 預り金：
  非連結子会社及び関連会社に対する預り金   67   45 

  その他   432   301 

 生産拠点再編関連費用引当金   30   37 

 受注損失引当金   300 

 繰延税金負債   236   134 

 その他   3,475   3,212 

 流動負債合計   52,972   51,233 

固定負債：
 長期負債   47,188   49,563 

 退職給付に係る負債   3,259   2,246 

 役員退職慰労引当金   16   16 

 繰延税金負債   2,783   3,560 

 その他   286   105 

 固定負債合計   53,532   55,490 

偶発債務

純資産:

 普通株式
  発行可能株式 249,500,000株
  発行済株式 80,286,464株（2015年12月31日、2015年3月31日）   6,544   6,544 

 資本剰余金   10,664   10,701 

 新株予約権   78   60 

 利益剰余金   49,795   48,998 

 自己株式 3,154,202株 （2015年12月31日時点）、3,164,102株（2015年3月31日時点）   (2,306)   (2,313)

 その他の包括利益累計額：
  その他有価証券評価差額金   3,980   4,973 

  繰延ヘッジ損益   3 

  為替換算調整勘定   2,775   4,938 

  退職給付に係る調整累計額   (1,697)   (937)

 合計   69,836   72,964 

 非支配株主持分   1,306   1,500 

 純資産合計   71,142   74,464 

   負債純資産合計  ¥ 177,646  ¥ 181,187 



42

連結損益計算書
日機装株式会社及び連結子会社
2015年12月31日及び2015年3月31日に終了した連結会計年度
*2015年12月31日に終了した連結会計年度は決算期変更のため9カ月決算となっています。

連結包括利益計算書
日機装株式会社及び連結子会社
2015年12月31日及び2015年3月31日に終了した連結会計年度
*2015年12月31日に終了した連結会計年度は決算期変更のため9カ月決算となっています。

百万円
2015/12* 2015/3

売上高  ¥ 110,218  ¥ 129,256
売上原価   69,362   81,343 
 売上総利益   40,856   47,913 

販売費及び一般管理費   37,012   41,792 
 営業利益   3,844   6,121 

その他の収益 （費用）：
 受取利息及び受取配当金   280   297 
 支払利息   (538)   (577)

 投資有価証券売却益   16 

 固定資産売却益   17   136 
 事業譲渡損   (447)
 固定資産除売却損   (41)   (152)

 減損損失   (211)

 持分法による投資利益（損失）   (265)   224 
 為替差益   291   2,364 

 事務所移転費用   (55)

 その他（純額）   354   531 
 その他の収益（費用）合計   (152)   2,376 
税金等調整前当期純利益   3,692   8,497 

法人税：
 法人税、住民税及び事業税   1,770   4,193 
 法人税等調整額   (96)   (867)
 法人税等合計   1,674   3,326 

  
当期純利益   2,018   5,171
非支配株主に帰属する当期純利益   (13)   71
親会社株主に帰属する当期純利益  ¥ 2,031  ¥ 5,100

円
1株当たり情報
 1株当たり当期純利益  ¥ 26.34  ¥ 66.12
 潜在株式調整後1株当たり当期純利益   23.49   58.98
 年間配当金   16.00   16.00

百万円
2015/12* 2015/3

当期純利益  ¥ 2,018  ¥ 5,171 

その他の包括利益：
 その他有価証券評価差額金   (992)   979 
 繰延ヘッジ損益   3 
 為替換算調整勘定   (2,180)   1,885 
 退職給付に係る調整額   (759)   715 
 持分法適用会社に対する持分相当額   (80)   74 
 その他の包括利益（損失）合計   (4,008)   3,653 
包括利益（損失）  ¥ (1,990)  ¥ 8,824 
（内訳）
 親会社株主に係る包括利益  ¥ (1,880)  ¥ 8,527 
 非支配株主に係る包括利益   (110)   297 
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連結株主資本等変動計算書
日機装株式会社及び連結子会社
2015年12月31日及び2015年3月31日に終了した連結会計年度
*2015年12月31日に終了した連結会計年度は決算期変更のため9カ月決算となっています。

百万円

発行済株式数（株） 資本金 資本剰余金 新株予約権 利益剰余金 自己株式

前期首残高（2014年4月1日時点） 77,122,921  ¥ 6,544  ¥ 10,701  ¥ 30  ¥ 45,254  ¥ (2,312)

 会計方針の変更による累積的影響額   (122)

会計方針の変更を反映した前期首残高 77,122,921   6,544   10,701   30   45,132   (2,312)

 親会社株主に帰属する当期純利益   5,100 

 剰余金の配当、1株当たり16円   (1,234)

 自己株式の取得 (659)   (1)

 自己株式の処分 100   0   0 

 連結範囲の変動   0 

 当期変動額合計   30 

当期首残高 77,122,362   6,544   10,701   60   48,998   (2,313)

 親会社株主に帰属する当期純利益   2,031 

 剰余金の配当、1株当たり16円   (1,234)

 自己株式の取得 (1,100)   (1)

 自己株式の処分 11,000   3   8 

 連結子会社株式の取得による持分の増減   (40)

 当期変動額合計   18 

当期末残高 77,132,262  ¥ 6,544  ¥ 10,664  ¥ 78  ¥ 49,795  ¥ (2,306)

百万円
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他
有価証券評価
差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整
累計額

合計

前期首残高（2014年4月1日時点）  ¥ 3,990  ¥ 3,209  ¥ (1,596)  ¥ 65,820  ¥ 1,552  ¥ 67,372 

 会計方針の変更による累積的影響額   (122)   (122)

会計方針の変更を反映した前期首残高   3,990   3,209   (1,596)   65,698   1,552   67,250 

 親会社株主に帰属する当期純利益   5,100   5,100 

 剰余金の配当、1株当たり16円   (1,234)   (1,234)

 自己株式の取得   (1)   (1)

 自己株式の処分   0   0 

 連結範囲の変動   0   0 

 当期変動額合計   983   1,729   659   3,401   (52)   3,349 

当期首残高   4,973   4,938   (937)   72,964   1,500   74,464 

 親会社株主に帰属する当期純利益   2,031   2,031 

 剰余金の配当、1株当たり16円   (1,234)   (1,234)

 自己株式の取得   (1)   (1)

 自己株式の処分   11   11 

 連結子会社株式の取得による持分の増減   (40)   (40)

 当期変動額合計   (993)   3   (2,163)   (760)   (3,895)   (194)   (4,089)

当期末残高  ¥ 3,980  ¥ 3  ¥ 2,775  ¥ (1,697)  ¥ 69,836  ¥ 1,306  ¥ 71,142 
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連結キャッシュ・フロー計算書
日機装株式会社及び連結子会社
2015年12月31日及び2015年3月31日に終了した連結会計年度
*2015年12月31日に終了した連結会計年度は決算期変更のため9カ月決算となっています。

百万円
2015/12* 2015/3

営業活動によるキャッシュ・フロー：
 税金等調整前当期純利益  ¥ 3,692  ¥ 8,497 
 調整項目：
  法人税等の支払額   (4,293)   (4,209)
  法人税等の還付額   4   81 
  減価償却費及びのれん償却額   6,683   7,014 
  減損損失   211 
  投資有価証券売却益   (16)
  固定資産売却益   (11)   (134)
  固定資産除却損   34   151 
  事業譲渡損   447 
  持分法による投資損（益）   265   (224)
  貸倒引当金の増加額   27   30 
  為替差損（益）   242   (952)
  資産及び負債の増減額：
   売上債権の（増加）減少額   (2,429)   1,270 
   たな卸資産の（増加）額   (3,529)   (3,083)
   未収受取利息配当金の減少額   89   94 
   仕入債務の増加（減少）額   2,319   (701)
   退職給付に係る負債の（減少）増加額   (56)   231 
   その他（純額）   33   (328)
 営業活動によるキャッシュ・フロー合計   3,265   8,184 

投資活動によるキャッシュ・フロー：
 定期預金の純増減額   22   (141)
 有形固定資産の取得による支出   (4,185)   (6,074)
 有形固定資産の売却による収入   43   407 
 投資有価証券の取得による支出   (23)   (250)
 投資有価証券の売却による収入   35 
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出   (84)
 子会社株式の取得による支出   (641)
 貸付金の回収による収入   10   13 
 貸付による支出   (8)   (11)
 事業譲渡による収入   1,304 
 事業譲受による支出   (529)   (3,570)
 投資活動によるキャッシュ・フロー合計   (4,635)   (9,047)

財務活動によるキャッシュ・フロー：
 短期借入金の純増減額   2,281   2,865 
 長期借入れによる収入   600   18,664 
 長期借入金の返済による支出   (2,732)   (8,699)

 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出   (32)

 自己株式の取得による支出   (1)   (1)

 自己株式の売却による収入   0 

 配当金の支払額   (1,234)   (1,234)
 非支配株主への配当金の支払額   (92)   (16)
 財務活動によるキャッシュ・フロー合計   (1,210)   11,579 

現金及び現金同等物に係る換算差額   (1,317)   1,331 
現金及び現金同等物の（減少）増加額   (3,897)   12,047 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加（減少）額    15 

現金及び現金同等物の期首残高   31,300   19,238 
現金及び現金同等物の期末残高  ¥ 27,403  ¥ 31,300 
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会社情報
2015年12月31日現在

投資家情報
2015年12月31日現在

大株主

株式情報

持株数
（単位: 千株） 

出資比率
（単位: %）

株式会社みずほ銀行 3,779 4.90

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,706 4.80

日機装持株会 2,488 3.22

ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 2,090 2.71

三井住友海上火災保険株式会社 1,966 2.54

日機装従業員持株会 1,811 2.34

CBLDN FULL TAX JAS-CLIENT AC 1,764 2.28

日本生命保険相互会社 1,650 2.13

株式会社三菱東京UFJ銀行 1,622 2.10

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,565 2.02

会社名 日機装株式会社

本社所在地 〒150-6022 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー22階
電話番号: 03-3443-3711　ファックス番号: 03-3473-4963

創業 1953年12月26日
資本金 6,544,339,191円
従業員数 6,558名（グループ会社連結）　1,588名（単体）
決算期 1月1日から12月31日 （2015年12月期については、4月1日から12月31日）

証券コード 6376

発行済株式の総数
（うち自己株式）

80,286,464
（3,154,202)

株主数 12,196名
上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部

詳しい財務情報については、有価証券報告書をご覧ください。
http://www.nikkiso.co.jp/ir/tool/securities.html



日機装株式会社
〒150-6022 
東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー22階  
電話番号: 03-3443-3711 
ファックス番号: 03-3473-4963

http：//www.nikkiso.co.jp/


	AR2015
	表紙
	PROFILE
	財務ハイライト
	社長インタビュー
	AT A GLANCE
	事業概況
	インダストリアル事業
	航空宇宙事業
	メディカル事業

	グループネットワーク
	研究開発
	特集
	CSR
	コーポレート・ガバナンス
	役員一覧
	財務セクション
	マネジメントによる連結業績のレビューと分析
	リスク
	連結貸借対照表
	連結損益計算書
	連結包括利益計算書
	連結株主資本等変動計算書
	連結キャッシュ・フロー計算書

	会社情報
	投資家情報




