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株主のみなさまへ

第93期 第2四半期報告書
平成29年4月1日－平成29年9月30日

ファインセラミックス産業を網羅した「関西高機能セラミックス展」に出展しました。
商品特性を表した「薄く、強く、セラミック。」をキーワードに、多くの方に当社の魅力を紹介できました。（機能性セラミック商品事業）



ごあいさつ

連結業績ハイライト

【連結売上高の推移】（単位：百万円）

合計

第91期第2四半期

6,508 6,311 6,458

第92期第2四半期 第93期第2四半期

　株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し
あげます。
　第93期は新しい３ヶ年中期経営計画の２ヶ年目として始まりました。
　当第２四半期におきましては、機能性セラミック商品事業では販売
シェア拡大や海外向け商品の好調な推移を背景に大きく伸長し、住設
環境機器事業では各製品が受注残高を積み増すなかバンクチュール
(システムバスルーム)が増収となり、陶磁器事業では国内販売において
需要減少に歯止めがかかるとともに海外市場の復調が増収に貢献しま
した。また、全社的な製造原価圧縮、生産性の向上にも努めました。
　その結果、営業利益および経常利益の各段階利益は、前期に引き
続いて黒字を確保するとともに、第２四半期としては第87期(平成23年
９月)以来６期ぶりの黒字化を果たすことができました。営業キャッシュ・
フローにつきましても、前期に引き続き黒字を確保し、財務体質の改善も
確実に進んでおります。
　中間配当につきましては、利益剰余金がマイナスとなっている状況を

鑑み、大変申し訳ありませんが無配とさせていただきましたが、早期復配
に向けて、経営理念「お客さまに選ばれる会社になることを目指して～挑戦・
信頼・知恵～」のもと、役員・社員が一丸となって、さらなる収益力の向上
と財務体質の改善ならびに経営基盤
の強化に努めてまいります。
　株主のみなさまにおかれましては、
引き続きのご支援とご鞭撻を賜り
ますよう心よりお願い申しあげます。

平成29年12月
代表取締役社長
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【連結損益の推移】（単位：百万円）

第91期第2四半期 第92期第2四半期 第93期第2四半期
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【総資産・純資産・自己資本比率の推移】（単位：百万円）

第92期末 第93期第2四半期末

9,273

総資産

8.9%

829

純資産 総資産 純資産

9,239

842

【連結キャッシュ・フロー計算書の推移】（単位：百万円）

第92期第2四半期 第93期第2四半期

財務
活動
CF

現金及び
現金
同等物の
四半期末
残高

9.1%

※「その他」は報告セグメントに含まれない事業セグメント(倉庫事業)です。第93期よりセグメント変更および表示方法の変更を行っているため
　第92期以降について当該変更を反映した組替後の数値を記載しています。なお、第91期はセグメント変更前の数値です。

その他  21
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GP guard Gold

WhitonWhitin

GP guard
Platinum

Whitin Whiton

釉薬面 ボーンチャイナ素地釉薬面 ボーンチャイナ素地

セグメント別事業の取り組み

新中型浄化槽NSE型(14～30人槽)を2017年10月より発売開始しました。

一部の大型浄化槽の内製化を進め、製造コストの低減を行っています。

首都圏の再開発案件のディスポーザシステムを受注しました。

福島原発関連の水処理プラント工事を受注しました。

バンクチュールはリフォーム案件の獲得に注力し、大きく伸張しました。

東京ショールームおよび名古屋ショールームのリニューアル効果により数

多くの受注を獲得しました。

多機能内装材ムッシュを大学病院に採用いただきました。

除臭・調湿アイテム商品であるジョッシュの他企業とのコラボレーション

に積極的に取り組んでいます。

住設環境機器事業【第93期上期の取り組み】

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

第91期
第2四半期

第92期
第2四半期

売上高（単位：百万円） 売上構成比

大型浄化槽の内製化 集合住宅向けディスポーザパンフレット

第93期
第2四半期

4,170 4,259 4,159

バンクチュール　リフォーム案件事例 ムッシュ施工例

2020年東京オリンピック開催に向けた新規ホテルの大型リニュー

アル案件の提案活動を積極的に行いました。下期からは受注獲得に

向けた活動をしていきます。

ダブルフェニックス会において、国内の販売代理店との同行営業や

勉強会を実施し連携を深めました。

新技術の「GP guardⓇ」(ジーピーガード)※１、「WhitinⓇ」(ホワイティン)※2、

「WhitonⓇ」(ホワイトン)※3において業務用に商品化を進め好評を得ました。

ムリムラムダ改善活動を工場全員参加で取り組み製造コストの削減

を行っています。

【第93期上期の取り組み】

◎

◎

◎

◎

第91期
第2四半期

第92期
第2四半期

売上高（単位：百万円）

※１ 金・プラチナ加飾の新技術 
※２ 釉薬の中で立体的に見える転写加工技術 
※３ 凸状に白く盛り上がった転写加工技術

売上構成比

第93期
第2四半期

1,131 929 1,005
ダブルフェニックス会 新技術：「GP guardⓇ」、「WhitinⓇ」、「WhitonⓇ」

陶磁器事業

高強度、高信頼性を特長とした新商品「エフセラワンⓇ」の売上が大幅

に伸張しました。

ミリ波センサーモジュール用基板の増産に向けた設備投資、クリーン

ルームの拡張工事を行いました。

グレーズ基板製品の増産目処をつけインフラ整備の準備を行っています。

セラミックヒーター製造体制の強化を図り次期展開に向けた準備を

行っています。

【第93期上期の取り組み】

◎

◎

◎

◎

第91期
第2四半期

第92期
第2四半期

売上高（単位：百万円） 売上構成比

第93期
第2四半期

1,206 1,099 1,262

高強度、高信頼性の「エフセラワンⓇ」 新しくなったクリーンルーム

機能性セラミック商品事業

16%

64%

20%



TOP ICS

　共同企業体で医療系特殊排水処理の工事を行い、無事完成しま

した。 当社環境プラント事業部の工事実績の中で最大規模の案件

となりました。

　今後の新規案件においてもこの実績を強みとして、大きくアピール

していきます。

石川県立中央病院が竣工し、
排水処理設備を納入しました

C SR活動

　平成29年7月九州北部豪雨により被災されたみなさまに対し、

9月に三谷産業株式会社と共同で福岡県朝倉市、東峰村にて

当社製食器をお配りしました。

　仮設入居から日が浅い中、当社商品は被災された方々に大変

喜ばれました。

　被災されたみなさまに、お見舞い申し上げますとともに、被災

された地域の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

復興支援

　日本を代表するデザイナーのコシノヒロコ氏とニッコーのコラボ

レーションによる「墨の瞬」（すみのとき）シリーズを発売しました。日

本の「和」の心を感じさせる器で“いかにお料理を盛るか、シェフがイ

ンスパイアされるようなおもしろい器”というコシノヒロコ氏のコンセ

プトの下、製作されたシリーズです。和と洋が融合されたデザインで

コシノヒロコ氏が描いた墨の作品から作られた器は、原画の作品の

勢いやスピード感、墨や絵の具のにじみや流れを活かしながら、日

本の「間」の感覚が余白に表現されています。4月にニューヨークで

開催された「�e New York Tabletop Show」では高い評価をい

ただきました。

コシノヒロコ氏 新商品「墨の瞬」発売

被災者の方に直接食器をお渡ししました 福岡県 東峰村役場にて

　9月20日～22日に大阪にて開催された高機能セラミックス展

(関西展 )に出展しました。ニッコーが長年培ってきたセラミックス

の製造技術を駆使した新商品を多数出展しました。

　会期中は技術専門展としての趣旨どおり大勢の技術者、研修

者、新規製品開発者の方に当社ブースにお立ち寄りいただき、

特に高強度基板アルザⓇ、高反射基板リフレールⓇ、高気孔率基板

エアパスプレートⓇなど新商品に関する多くの商談の機会をいた

だくことが出来ました。

ファインセラミックス産業を網羅した
高機能セラミックス展に出展しました



　平成29年9月30日時点の株主名簿に記載されている1,000株以上所有の株主さまが対象となります。
　株主さまの持株数に応じて、当社製陶磁器商品もしくは当社オンラインショップ専用株主優待クーポンの
いずれかをお選びいただき、同封の「株主優待品お申込書」により平成30年1月31日までにお申込みください。

「株主優待品お申込書」は

平成30年1月31日（水）
までにご返送ください。

【お申込みにあたりまして】
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

～ の中から１点、ご希望の商品をお選びください。

～ の中から１点　もしくは　 ～ の中から２点、ご希望の商品をお選びください。

1 2 3 4 5
EXQUISITE

18㎝リムプレートセット
 江戸小紋（渦巻レリーフ）
猪口＆角小皿セット

DIAGRAMME
23㎝リーフボールセット

Eric Carle
ペアマグセット

黒マット
18.5㎝角皿セット

UYUN
ペアティタイムセット

どんなジャンルの料理にもマッチする
シンプルなデザインのプレートです。

蕎麦猪口や小鉢として、
または角小皿とセットで湯呑としても

お使いいただけます。 

葉っぱをスタイリッシュに
かたどったボールで、

シリアルやサラダなどに最適です。

はらぺこあおむしがキュートなマグ。
エリックカールのアートワークが
楽しめるデザインです。

黒色のマットな質感の角皿は、
和食はもちろん、洋食・中華において
食卓に奥深い味わいを加えます。

Ａコース

Cコース

当社製陶磁器商品（５千円相当）

当社製陶磁器商品（1万円相当）

Ａコース もしくは からお選びください。Bコース

Cコース もしくは からお選びください。Dコース

Ｂコース 当社オンラインショップ専用
株主優待クーポン5千円分（5千円クーポン１枚）

Dコース 当社オンラインショップ専用
株主優待クーポン1万円分（5千円クーポン２枚）

6 7 8 9 10

株主優待クーポン利用の場合、次の２つの特典を贈呈いたします。
１. 会員登録特別ポイント 商品購入前に会員登録いただき、または過去に登録いただきました会員さまでログインし株主優待クーポンにて商品を購入いただきますと、

1,000ポイントをプレゼントします。

2. クーポン利用特別ポイント 株主優待クーポンにて商品を購入いただきますと、購入金額の10％の特別ポイント（通常5％）をプレゼントします。

※会員登録特別ポイントは、すでに会員登録されている会員さまも対象になります。
※プレゼントのポイントはすべて次回のお買物から１ポイント＝１円としてお使いいただけます。
※いずれも各会員さま1回のみの特典となります。

ニッコー公式オンラインショップ http://www.nikko-tabletop.jp

【お問い合わせ先】　　　　　　　　　　　　受付時間：24時間
ニッコー株式会社　お客さまセンター　Tel：0120-13-8625
内容によっては、平日の営業時間の対応となります。 後ほど、当社担当者より
ご連絡いたします。※12/31～1/3　8/13～15を除く

1,000株～4,999 株の株主さま

5,000 株以上の株主さま

プレート(D18.3×H1.9㎝)×3 8㎝猪口(D7.8×H6.5㎝,150cc)×2
10㎝角小皿(S10.0×H2.6㎝)×2 

 23㎝リーフボールセット
(L23.3×S15.5×H5.8㎝)×2

マグ(350cc)(L11.5×S8.0×H9.0㎝)
アルファベット・スケッチアップル 各1 角皿(S18.4×H3.3cm)×2

カップとソーサーが一体化した
デザインで、カップがずれにくい
形状です。ティタイムにどうぞ。

240cc兼用碗(L11.5×S8.5×H7.2㎝)×2
15.5cmソーサー(D15.1×H1.9㎝)×2
17cmプレート(D17.0×H1.8㎝)×2

BLUE RING (PAOLA NAVONE)
プレートセット

ボーンチャイナの白に青が映え
美しさが際立つシリーズです。
取皿としても重宝するサイズです。

15㎝プレート(D15.3×H1.5㎝)×2
17㎝プレート(D17×H1.5㎝)×2

江戸小紋
絵変わり猪口&角小皿セット

江戸時代の小紋柄をモチーフにした
絵変わりセットです。すっきり重ねられ
る形状で、収納も場所をとりません。

8㎝猪口(D7.8×H6.5㎝,150cc)×4
10㎝角小皿(S10.0×H2.6㎝)×4

 BLOSSOM (BODO SPERLEIN)
23cmプレートセット

花の形をあしらった
やわらかな色合いのセットです。

23㎝プレート(D24.7×H2.3㎝)×2
灰色・うすべに色 各1

 和セレクション
長角皿&角深皿セット

光の加減で表情が変化する
古代かすみと、テーブルにアクセントを
与える黒マットとのセットです。

SIJIMA Rec Plate 25cm
（L25.1×S10.6×H2.6㎝）古代かすみ×2
12cm角深皿（S12.1×H4.0㎝）黒マット×2

[サイズの見方]D=直径　L=長径　S=短径　H＝高さ　cc=容量（満水容量） 

[サイズの見方]D=直径　L=長径　S=短径　H＝高さ　cc=容量（満水容量） 

当社製陶磁器商品の発送は、平成30年3月1日より順次行います。
株主優待クーポンは、平成30年2月28日までに郵送いたします。
期日までに「株主優待品お申込書」のご返送のない場合は、持株数に応じた当社製陶磁器商品を当社で選定
してお送りいたします。
株主優待クーポンの利用期間は、平成30年3月1日～平成30年9月30日となります。 利用期間を過ぎるとご利用
いただけなくなります。
株主優待クーポンは、ニッコー公式オンラインショップのみのご利用になります。 百貨店等でのご利用はできません。
株主優待クーポンのご利用は券面額単位となります。券面額を下回るご利用の場合に発生した差額につきまし
ては、後日の利用、返金はできません。
株主優待クーポンをご利用の際のご注意事項は、株主優待クーポン郵送時に同封するご案内をご覧ください。

株主優待のご案内



商 号

創 業

設 立

資 本 金

従 業 員

事業内容

事 業 所

グループ

会 社

ニッコー株式会社　NIKKO COMPANY

1908年（明治41年）5月11日

1950年（昭和25年）8月18日

34億70百万円

連結　657名

住設環境機器事業、陶磁器事業、

機能性セラミック商品事業

本 社

工 場

ショールーム

営 業 所

国 内

海 外

会社概要 （平成29年9月30日現在）

発行可能株式総数

発行済株式の総数

株主数

60,000,000株

24,172,000株

4,469名

株式の状況 （平成29年9月30日現在）

（平成29年9月30日現在）

（注）持株比率は自己株式861,829株を除いて算出しております。

本社、東京本社

白山工場、埼玉工場、鶴来工場物流センター

本社、東京、大阪、名古屋

大阪、名古屋、埼玉、千葉、つくば、

宇都宮、前橋、盛岡、仙台、金沢、静岡、

和歌山、広島、高松

ニッコーロジスティクス株式会社

NIKKO CERAMICS, INC.（米国）

PATRA PORCELAIN CO., LTD.（タイ）

N&I ASIA PTE LTD.（シンガポール）

株主メモ

三 谷  　 充

三 谷 産 業 ㈱

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱

（三井住友信託銀行再信託分・

T D K㈱退職給付信託口）

公益財団法人三谷育英会

三 谷 美 智 子

㈱ 北 陸 銀 行

㈱ 北 國 銀 行

三 谷  　 ㈱

三井住友海上火災保険㈱

㈱ み ず ほ 銀 行

4,829千株

2,936千株

2,500千株

1,123千株

828千株

809千株

809千株

594千株

400千株

240千株

20.72%

12.60%

10.72%

4.82%

3.55%

3.47%

3.47%

2.55%

1.72%

1.03%

株主名 持株数 持株比率

事業年度

定時株主総会

基準日

株主名簿管理人

および特別口座の

口座管理機関

株主名簿管理人

事務取扱場所

毎年4月1日から翌年3月31日まで

毎年6月開催

定時株主総会・期末配当　3月31日

　　　　　　 中間配当　9月30日

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

大阪市中央区北浜四丁目5番33号

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（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

（インターネットホームページURL）

http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

役員

取締役会長

代表取締役社長

常務取締役

取締役

取締役

取締役

取締役

三谷　　充

三谷　明子

三谷　直輝

森　　浩一

長谷　　勲

池田　　聡

布川　一哉

社外取締役

社外取締役

社外取締役

常勤監査役

社外監査役

社外監査役

社外監査役

岩田　隆次

原　　丈人

武山　政直

金田　滋一

澤　　　滋

松田　　均

村瀨　孝子

公告の方法

上場証券取引所

電子公告により当社ホームページに掲載いたします。

ただし、やむを得ない事由により電子公告ができ

ないときは日本経済新聞に掲載いたします。

名古屋証券取引所　市場第2部

【特別口座について】

株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていな

かった株主さまには、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株

式会社に口座（特別口座）を開設しております。特別口座についてのご照

会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

　

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】

証券会社に口座を開設されている株主さまは、住所変更等のお届出およ

びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口

座を開設されていない株主さまは、上記の電話照会先にご連絡ください。

本　　社　〒924-8686　石川県白山市相木町383　電話：076-276-2121　FAX：076-276-3309
東京本社　〒101-0051　東京都千代田区神田神保町2-36-1 住友不動産千代田ファーストウイング2F　
　　　　　電話：03-5214-1530　FAX：03-5214-1550
電子メールアドレス：info@nikko-company.co.jp　　 URL： http://www.nikko-company.co.jp/
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