
KIYORA
19cmプレートセット

ケーキ皿や取り皿に使いやすい
プレート。どんなジャンルの料理でも
お使いいただけます。

プレート(D19.3×H2.3㎝)×2

ART DECO PEARL
プレートセット

格調高い装飾と上品なプラチナの
輝き。ご家庭で使いやすいサイズの
セットです。

21cmプレート(D21.0×H2.0㎝)×2
15cmプレート(D15.3×H1.6㎝)×2

WATER DROP
ペア兼用椀皿

光にあたると優美に輝く模様が
ワンランク上のティタイムを演出します。

兼用椀(240cc)
（L10.8×S8.6×H7.3㎝）×2
兼用皿(D14.7×H2.5㎝)×2

墨の瞬 煌 KIRA
27cmプレートセット

世界一位に選出された「和」の心を
感じさせる器。境界がないため、
盛り付けの自由度が高い器です。

プレート(D27.0×H2.6㎝)×2

BLUE RING （PAOLA NAVONE）
24cmアラカルトボールセット

にじみのある藍色のリングが特徴の
ボール。レストランのような盛り付けが
楽しめます。

アラカルトボール
(D23.9×H5.3㎝)×2

はらぺこあおむし
はじめてセット

エリック･カール不朽の名作が
モチーフ。お子さまにとって
使いやすい形にこだわりました。

13cm深皿(D13.0×H2.8㎝)
10cmライスボール(210ｃｃ)(D10.0×H4.8㎝)
マグ（SS）(210cc)（L9.9×S7.5×H6.6㎝）
スプーン(オレンジ、L13.5×S2.9cm)、
フォーク(イチゴL13.6×S2.3cm)、
絵本(18×13㎝)各1

江戸小紋（渦巻レリーフ）
16cm角深皿セット

江戸小紋柄のレリーフであしらった
デザイン。副菜の盛り付けや汁気の
多いメニューにもおすすめです。

16㎝角小皿
(L19.6×S16.6×H5.7㎝)×2 

CLOUD （BODO SPERLEIN）
20.5cmプレートセット

世界的に著名なプロダクトデザイナー
のボド・スパレンがデザインした
やわらかい色合いのプレートです。

20.5㎝プレート
（D20.7×H3.0㎝）うすべに色・灰色各1

FLOWER DOTS （PAOLA NAVONE）
16.5cmディーププレートセット

一人分のサラダやフルーツの取分け
などに使いやすいサイズです。

16.5㎝ディーププレート
（D16.7×H4.0㎝）×2

Leo Lionni's Friends
キッズセット

レオ・レオニが描く「フレデリック」を
モチーフにしたアート性の高いデザイン。
子供食器3点セットです。

10㎝ライスボール(210ｃｃ)（D10.0×H4.8㎝）
13㎝深皿（D13.0×H2.8㎝）
マグ（SS）（210㏄）（L9.9×S7.5×H6.6㎝）各1

【お申込みにあたりまして】 2018年２月11日にドイツで開催された世界一の国際見本市「アンビエンテ」の会場で、第1回「テーブルウェアインターナショナル・アワード ・オブ・エクセレンス2018」の授賞式が行われました。
ニッコーの『墨の瞬』が部門優勝し、『UYUN』は、別部門のファイナリスト（3位以内）に入賞するという快挙を成しとげました。 （陶磁器事業）

〈証券コード  5343〉

※裏表紙に第93回定時株主総会決議ご通知を掲載しております。

株主のみなさまへ

第93期 報告書
平成29年4月1日－平成30年3月31日

～ の中から1点、ご希望の商品をお選びください。

1 2 3 4 5

Ａコース 当社製陶磁器商品（5千円相当）

Ａコース もしくは からお選びください。Bコース1,000株～4,999 株の株主さま

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）

[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） 

～ 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。Cコース 当社製陶磁器商品（1万円相当）

Cコース もしくは からお選びください。Dコース5,000 株以上の株主さま

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）

[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） 

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

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/

この冊子は、FSC®認証
紙を使用し、 印刷には
環境に配慮した植物油
インキを使用しています。

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　656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

第93回定時株主総会決議ご通知

会社概要

平成30年6月22日開催の当社第93回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。
記

以上

報告事項 1.

2.

第93期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
第93期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
　本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

※第93期期末配当金につきましては、無配とさせていただきました。 株主のみなさまには大変申し訳なく深くお詫び申しあげます。

議案　取締役10名選任の件
本件は、原案どおり取締役に三谷充、三谷明子、三谷直輝、森浩一、長谷勲、池田聡、布川一哉、
岩田隆次、原丈人、武山政直の各氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

（平成30年3月31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
　4,547名

株式の状況 （平成30年3月31日現在）

（平成30年6月22日現在）

（注）持株比率は自己株式864,148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%
10.73%

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。

　当社は、2018年5月15日付で単元株式数を1,000株から100株に引き下げいたし
ました。なお、単元株式数は100株となりましたが、株主優待制度は引き続き1,000株
以上所有の株主さまが対象となります。また、単元株式数変更に伴う株主の皆様に
よる特段のお手続きの必要はございません。

【単元株式数の変更に関するご案内】
単元株式数の変更 1,000株　　 100株

　平成30年3月31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7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7月31日（火）
までにご返送ください。

株主優待のご案内

1. 当社製陶磁器商品の発送は、平成30年8月31日より順次行います。
2. 株主優待クーポンは、平成30年8月31日までに郵送いたします。
3. 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。
4. 株主優待クーポンの利用期間は、平成30年9月1日～平成31年3月31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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。



NIKKO×コシノヒロコ「墨の瞬」が世界一位受賞

　2018年2月に世界的な陶磁器の業界誌『テーブルウェアインター
ナショナル』が主催した第1回『テーブルウェアインターナショナル・ア
ワード・オブ・エクセレンス2018』のLicensed Collaboration部門に
おいて「墨の瞬」（すみのとき）が世界一位に選出されました。「墨の
瞬」は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
ボレーションにより制作した食器です。
　世界中100社以上の企業から全16部門に219件の応募があり、
「墨の瞬」は国内企業において唯一の優勝となりました。
　世界的に名の知れたブランド各社が揃っている中で表彰式が行
われ、優勝の証のお皿をいただきました。
　また、一位には選ばれませんでしたが、Fine Dinnerware部門の
ファイナリストに当社の「UYUN」が選出されました。

バンクチュール　施工事例

石川県立中央病院 浄化槽メンテナンス

エフセラワンⓇ シャイングレーズⓇ くまモンとの記念撮影
©2010 熊本県くまモン

墨の瞬 優勝の証のお皿

大阪ショールームで「MORE than BATHROOM」が
体感できるようになりました

　平成30年4月に大阪ショールームが、新たなブランドコンセプトで
ある「MORE than BATHROOM」を掲げ、リニューアルオープン
しました。バスルームは「使う空間」から「過ごす空間」へという理念
のもとに、生まれ変わった大阪ショールームにて、今までになかったお
風呂での過ごし方を是非ともご体感ください。

大阪ショールーム：大阪府大阪市北区中之島3-2-18　住友中之島ビル1F
　　　　　　  　 TEL（06）6443-1552 リニューアルした大阪ショールーム

ベトナム最大の水処理展示会Viet Water2017に
出展しました

　2017年11月8日～10日にベトナムのホーチミンにて開催された
ベトナム最大の水処理展示会「Viet Water2017」に出展しました。
38ヶ国から400社の出展があり、当社はジャパンパビリオンにおいて
浄化槽・ムッシュを出展し、商品PRを行いました。本展示会は海外進
出に向けての足掛かりとなる重要な機会となりました。

Viet Water2017 ニッコーブース

※  ①「採用」②「継続就業」③「労働時間等の働き方」④「管理職比率」⑤「多様なキャリアコース」の評価項目基準からなる

女性が働きやすい職場「えるぼし」企業の最高位の
認定を受けました

　当社は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性
活躍推進法）において厚生労働省が定める5つの評価項目基準（※）

を全て満たすなど、女性の活躍推進に向けた取り組みが認められ、
「えるぼし」認定の最高位を取得しました。当該取得は、石川県内で
3社目となります。今後も女性が活躍できるキャリア意識の醸成、ライ
フスタイルの変化に柔軟に対応できる職場環境を目指すとともに、
性別・年齢・勤続年数に捉われず、幅広く活躍できる職場環境の整
備に努めてまいります。

受賞の様子 認定マーク

リフレールⓇ

機能セラ　増産設備投資

窯変加飾技術を使った商品サンプル

第46回国際ホテル・レストラン・ショー　ニッコーブース

GP guard® の新色「カッパー」を用いた商品サンプル

【93期の取り組み】

◎小型浄化槽のメンテナンスによる改修工事案件の獲得に注力し、
　売上が大きく伸張しました。
◎浄化槽保守点検契約件数が累計48,000件を超えました。
◎石川県立中央病院の大型医療系排水処理施設を完工しました。
◎企業のノベルティーグッズとして特注ジョッシュの受注を伸ばしました。
◎バンクチュール事業部は、新規取引先の開拓のほかに既存取引先の
　大型案件の獲得により大きく伸張しました。
◎お風呂に繋がるパウダールームを積極的に提案し、多くの受注を
　獲得しました。

住設環境機器事業

◎2020年の東京オリンピック開催に向けた新規ホテルおよび
　大型リニューアル案件の提案活動を行っています。
　2018年後半から2019年にかけて案件数増加が見込まれ確実に
　獲得すべく活動していきます。
◎国際ホテル・レストラン・ショーにおいて新技術を使った新商品を
　出展し、他社と差別化した商品に高い評価を得ました。
◎「GP guard®」（ジーピーガード）※の技術をさらに発展させ
　カッパー（銅色）を開発しました。
　またボーンチャイナに部分的に窯変加飾する新技術を開発しました。
　上市に向けて準備を進めています。
◎ムリムラムダ活動を継続し、工場の歩留まり改善および効率化に
　取り組んでいます。

【93期の取り組み】

※  金・プラチナ加飾の新技術

陶磁器事業

◎ミリ波センサーモジュール用基板の増産設備投資により
　売上が大幅に伸長しました。
◎新商品開発として新規高反射基板「リフレールⓇ」を開発しました。
◎アルミナ基板「エフセラワンⓇ」、グレーズ基板「シャイングレーズⓇ」の
　受注増、増産に対応しました。
◎品質改善の取り組みの一環として新たな未然防止活動を開始しました。
　また品質向上のための教育活動を強化しました。

【93期の取り組み】機能性セラミック商品事業

売上高（単位：百万円） 売上構成比
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売上高（単位：百万円） 売上構成比
91期 92期 93期

2,358 2,252
2,646

19%
　当社は、平成28年4月に発生した熊本地震の復興支援として、三谷産業株式会社とともに、熊本県上益城郡益城
町、南阿蘇村にて当社製食器を配付するなど支援活動を行ってまいりました。
　この度、熊本県主催の「くまもとから感謝をプロジェクト!」において、平成29年11月9日に熊本県公式キャラクター
のくまモンが三谷産業株式会社に来社し、お礼状をいただきました。
　今後も継続的に被災地の支援活動を実施し、少しでも被災者の方々の手助けになりたいと考えております。

くまモンからお礼状をいただきましたCSR活動

連結業績ハイライト

【連結売上高の推移】（単位：百万円）
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【連結損益の推移】（単位：百万円）
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【総資産・純資産・自己資本比率の推移】（単位：百万円） 【連結キャッシュ・フロー計算書の推移】（単位：百万円）
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※「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。
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ごあいさつ セグメント別事業の取り組み TOP ICS

　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。
　当社は2018年5月11日に創業110周年を迎えました。
　これもひとえに株主のみなさまのご支援の賜物であり役員・社員一同、
心より感謝申しあげます。
　さて、第93期は3ヶ年中期経営計画の2ヶ年目として始まりました。
　当期の売上高は、全てのセグメントにおいて増収となりました。機能
性セラミック商品事業では車載センサー用商品が好調に推移し、住
設環境機器事業では、大型・中型浄化槽、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、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、営業利益から親会社株主に帰属する当期純利益に至る
各段階利益において、前期に引き続いて、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。

　期末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30年6月
代表取締役社長



NIKKO×コシノヒロコ「墨の瞬」が世界一位受賞

　2018年2月に世界的な陶磁器の業界誌『テーブルウェアインター
ナショナル』が主催した第1回『テーブルウェアインターナショナル・ア
ワード・オブ・エクセレンス2018』のLicensed Collaboration部門に
おいて「墨の瞬」（すみのとき）が世界一位に選出されました。「墨の
瞬」は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
ボレーションにより制作した食器です。
　世界中100社以上の企業から全16部門に219件の応募があり、
「墨の瞬」は国内企業において唯一の優勝となりました。
　世界的に名の知れたブランド各社が揃っている中で表彰式が行
われ、優勝の証のお皿をいただきました。
　また、一位には選ばれませんでしたが、Fine Dinnerware部門の
ファイナリストに当社の「UYUN」が選出されました。

バンクチュール　施工事例

石川県立中央病院 浄化槽メンテナンス

エフセラワンⓇ シャイングレーズⓇ くまモンとの記念撮影
©2010 熊本県くまモン

墨の瞬 優勝の証のお皿

大阪ショールームで「MORE than BATHROOM」が
体感できるようになりました

　平成30年4月に大阪ショールームが、新たなブランドコンセプトで
ある「MORE than BATHROOM」を掲げ、リニューアルオープン
しました。バスルームは「使う空間」から「過ごす空間」へという理念
のもとに、生まれ変わった大阪ショールームにて、今までになかったお
風呂での過ごし方を是非ともご体感ください。

大阪ショールーム：大阪府大阪市北区中之島3-2-18　住友中之島ビル1F
　　　　　　  　 TEL（06）6443-1552 リニューアルした大阪ショールーム

ベトナム最大の水処理展示会Viet Water2017に
出展しました

　2017年11月8日～10日にベトナムのホーチミンにて開催された
ベトナム最大の水処理展示会「Viet Water2017」に出展しました。
38ヶ国から400社の出展があり、当社はジャパンパビリオンにおいて
浄化槽・ムッシュを出展し、商品PRを行いました。本展示会は海外進
出に向けての足掛かりとなる重要な機会となりました。

Viet Water2017 ニッコーブース

※  ①「採用」②「継続就業」③「労働時間等の働き方」④「管理職比率」⑤「多様なキャリアコース」の評価項目基準からなる

女性が働きやすい職場「えるぼし」企業の最高位の
認定を受けました

　当社は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性
活躍推進法）において厚生労働省が定める5つの評価項目基準（※）

を全て満たすなど、女性の活躍推進に向けた取り組みが認められ、
「えるぼし」認定の最高位を取得しました。当該取得は、石川県内で
3社目となります。今後も女性が活躍できるキャリア意識の醸成、ライ
フスタイルの変化に柔軟に対応できる職場環境を目指すとともに、
性別・年齢・勤続年数に捉われず、幅広く活躍できる職場環境の整
備に努めてまいります。

受賞の様子 認定マーク

リフレールⓇ

機能セラ　増産設備投資

窯変加飾技術を使った商品サンプル

第46回国際ホテル・レストラン・ショー　ニッコーブース

GP guard® の新色「カッパー」を用いた商品サンプル

【93期の取り組み】

◎小型浄化槽のメンテナンスによる改修工事案件の獲得に注力し、
　売上が大きく伸張しました。
◎浄化槽保守点検契約件数が累計48,000件を超えました。
◎石川県立中央病院の大型医療系排水処理施設を完工しました。
◎企業のノベルティーグッズとして特注ジョッシュの受注を伸ばしました。
◎バンクチュール事業部は、新規取引先の開拓のほかに既存取引先の
　大型案件の獲得により大きく伸張しました。
◎お風呂に繋がるパウダールームを積極的に提案し、多くの受注を
　獲得しました。

住設環境機器事業

◎2020年の東京オリンピック開催に向けた新規ホテルおよび
　大型リニューアル案件の提案活動を行っています。
　2018年後半から2019年にかけて案件数増加が見込まれ確実に
　獲得すべく活動していきます。
◎国際ホテル・レストラン・ショーにおいて新技術を使った新商品を
　出展し、他社と差別化した商品に高い評価を得ました。
◎「GP guard®」（ジーピーガード）※の技術をさらに発展させ
　カッパー（銅色）を開発しました。
　またボーンチャイナに部分的に窯変加飾する新技術を開発しました。
　上市に向けて準備を進めています。
◎ムリムラムダ活動を継続し、工場の歩留まり改善および効率化に
　取り組んでいます。
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女性が働きやすい職場「えるぼし」企業の最高位の
認定を受けました

　当社は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性
活躍推進法）において厚生労働省が定める5つの評価項目基準（※）

を全て満たすなど、女性の活躍推進に向けた取り組みが認められ、
「えるぼし」認定の最高位を取得しました。当該取得は、石川県内で
3社目となります。今後も女性が活躍できるキャリア意識の醸成、ライ
フスタイルの変化に柔軟に対応できる職場環境を目指すとともに、
性別・年齢・勤続年数に捉われず、幅広く活躍できる職場環境の整
備に努めてまいります。

受賞の様子 認定マーク

リフレールⓇ

機能セラ　増産設備投資

窯変加飾技術を使った商品サンプル

第46回国際ホテル・レストラン・ショー　ニッコーブース

GP guard® の新色「カッパー」を用いた商品サンプル

【93期の取り組み】

◎小型浄化槽のメンテナンスによる改修工事案件の獲得に注力し、
　売上が大きく伸張しました。
◎浄化槽保守点検契約件数が累計48,000件を超えました。
◎石川県立中央病院の大型医療系排水処理施設を完工しました。
◎企業のノベルティーグッズとして特注ジョッシュの受注を伸ばしました。
◎バンクチュール事業部は、新規取引先の開拓のほかに既存取引先の
　大型案件の獲得により大きく伸張しました。
◎お風呂に繋がるパウダールームを積極的に提案し、多くの受注を
　獲得しました。

住設環境機器事業

◎2020年の東京オリンピック開催に向けた新規ホテルおよび
　大型リニューアル案件の提案活動を行っています。
　2018年後半から2019年にかけて案件数増加が見込まれ確実に
　獲得すべく活動していきます。
◎国際ホテル・レストラン・ショーにおいて新技術を使った新商品を
　出展し、他社と差別化した商品に高い評価を得ました。
◎「GP guard®」（ジーピーガード）※の技術をさらに発展させ
　カッパー（銅色）を開発しました。
　またボーンチャイナに部分的に窯変加飾する新技術を開発しました。
　上市に向けて準備を進めています。
◎ムリムラムダ活動を継続し、工場の歩留まり改善および効率化に
　取り組んでいます。

【93期の取り組み】

※  金・プラチナ加飾の新技術

陶磁器事業

◎ミリ波センサーモジュール用基板の増産設備投資により
　売上が大幅に伸長しました。
◎新商品開発として新規高反射基板「リフレールⓇ」を開発しました。
◎アルミナ基板「エフセラワンⓇ」、グレーズ基板「シャイングレーズⓇ」の
　受注増、増産に対応しました。
◎品質改善の取り組みの一環として新たな未然防止活動を開始しました。
　また品質向上のための教育活動を強化しました。

【93期の取り組み】機能性セラミック商品事業

売上高（単位：百万円） 売上構成比
91期 92期 93期

8,848 8,571 9,069
65%

売上高（単位：百万円） 売上構成比
91期 92期 93期

2,436 2,040 2,192 16%

売上高（単位：百万円） 売上構成比
91期 92期 93期

2,358 2,252
2,646

19%
　当社は、平成28年4月に発生した熊本地震の復興支援として、三谷産業株式会社とともに、熊本県上益城郡益城
町、南阿蘇村にて当社製食器を配付するなど支援活動を行ってまいりました。
　この度、熊本県主催の「くまもとから感謝をプロジェクト!」において、平成29年11月9日に熊本県公式キャラクター
のくまモンが三谷産業株式会社に来社し、お礼状をいただきました。
　今後も継続的に被災地の支援活動を実施し、少しでも被災者の方々の手助けになりたいと考えております。

くまモンからお礼状をいただきましたCSR活動

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

13,643 12,918 13,963

第92期 第93期

第91期 第92期 第93期

住設環境機器
8,848

陶磁器
2,436

機能性セラミック商品
2,358

住設環境機器
8,571

住設環境機器
9,069

陶磁器
2,192

機能性セラミック商品
2,646
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陶磁器
2,040

機能性セラミック商品
2,252

【連結損益の推移】（単位：百万円）

第91期 第92期 第93期

第91期 第92期 第93期

△407

営業損益 経常損益 親会社
株主に

帰属する
当期

純損益

営業損益 経常損益 親会社
株主に

帰属する
当期

純損益

営業損益 経常損益 親会社
株主に

帰属する
当期

純損益

△383
△554

65 67
126

222 216
160

【総資産・純資産・自己資本比率の推移】（単位：百万円） 【連結キャッシュ・フロー計算書の推移】（単位：百万円）

財務
活動
CF

現金及び
現金

同等物の
期末残高

※「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  54

営業
活動
CF

投資
活動
CF

財務
活動
CF

営業
活動
CF

投資
活動
CF

現金及び
現金

同等物の
期首残高

財務
活動
CF

現金及び
現金

同等物の
期末残高

営業
活動
CF

投資
活動
CF

現金及び
現金

同等物の
期末残高

※

※

9,317

683

9,273

7.3% 8.9%
11.2%

829

9,466

1,059

自己資本比率

総資産 純資産 総資産 純資産 総資産 純資産

1,208

866

△166

△509

1,102 1,042

△298

△301
540

424

912
△194

△525

ごあいさつ セグメント別事業の取り組み TOP ICS

　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。
　当社は2018年5月11日に創業110周年を迎えました。
　これもひとえに株主のみなさまのご支援の賜物であり役員・社員一同、
心より感謝申しあげます。
　さて、第93期は3ヶ年中期経営計画の2ヶ年目として始まりました。
　当期の売上高は、全てのセグメントにおいて増収となりました。機能
性セラミック商品事業では車載センサー用商品が好調に推移し、住
設環境機器事業では、大型・中型浄化槽、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、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、営業利益から親会社株主に帰属する当期純利益に至る
各段階利益において、前期に引き続いて、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。

　期末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30年6月
代表取締役社長



KIYORA
19cmプレートセット

ケーキ皿や取り皿に使いやすい
プレート。どんなジャンルの料理でも
お使いいただけます。

プレート(D19.3×H2.3㎝)×2

ART DECO PEARL
プレートセット

格調高い装飾と上品なプラチナの
輝き。ご家庭で使いやすいサイズの
セットです。

21cmプレート(D21.0×H2.0㎝)×2
15cmプレート(D15.3×H1.6㎝)×2

WATER DROP
ペア兼用椀皿

光にあたると優美に輝く模様が
ワンランク上のティタイムを演出します。

兼用椀(240cc)
（L10.8×S8.6×H7.3㎝）×2
兼用皿(D14.7×H2.5㎝)×2

墨の瞬 煌 KIRA
27cmプレートセット

世界一位に選出された「和」の心を
感じさせる器。境界がないため、
盛り付けの自由度が高い器です。

プレート(D27.0×H2.6㎝)×2

BLUE RING （PAOLA NAVONE）
24cmアラカルトボールセット

にじみのある藍色のリングが特徴の
ボール。レストランのような盛り付けが
楽しめます。

アラカルトボール
(D23.9×H5.3㎝)×2

はらぺこあおむし
はじめてセット

エリック･カール不朽の名作が
モチーフ。お子さまにとって
使いやすい形にこだわりました。

13cm深皿(D13.0×H2.8㎝)
10cmライスボール(210ｃｃ)(D10.0×H4.8㎝)
マグ（SS）(210cc)（L9.9×S7.5×H6.6㎝）
スプーン(オレンジ、L13.5×S2.9cm)、
フォーク(イチゴL13.6×S2.3cm)、
絵本(18×13㎝)各1

江戸小紋（渦巻レリーフ）
16cm角深皿セット

江戸小紋柄のレリーフであしらった
デザイン。副菜の盛り付けや汁気の
多いメニューにもおすすめです。

16㎝角小皿
(L19.6×S16.6×H5.7㎝)×2 

CLOUD （BODO SPERLEIN）
20.5cmプレートセット

世界的に著名なプロダクトデザイナー
のボド・スパレンがデザインした
やわらかい色合いのプレートです。

20.5㎝プレート
（D20.7×H3.0㎝）うすべに色・灰色各1

FLOWER DOTS （PAOLA NAVONE）
16.5cmディーププレートセット

一人分のサラダやフルーツの取分け
などに使いやすいサイズです。

16.5㎝ディーププレート
（D16.7×H4.0㎝）×2

Leo Lionni's Friends
キッズセット

レオ・レオニが描く「フレデリック」を
モチーフにしたアート性の高いデザイン。
子供食器3点セットです。

10㎝ライスボール(210ｃｃ)（D10.0×H4.8㎝）
13㎝深皿（D13.0×H2.8㎝）
マグ（SS）（210㏄）（L9.9×S7.5×H6.6㎝）各1

【お申込みにあたりまして】 2018年２月11日にドイツで開催された世界一の国際見本市「アンビエンテ」の会場で、第1回「テーブルウェアインターナショナル・アワード ・オブ・エクセレンス2018」の授賞式が行われました。
ニッコーの『墨の瞬』が部門優勝し、『UYUN』は、別部門のファイナリスト（3位以内）に入賞するという快挙を成しとげました。 （陶磁器事業）

〈証券コード  5343〉

※裏表紙に第93回定時株主総会決議ご通知を掲載しております。

株主のみなさまへ

第93期 報告書
平成29年4月1日－平成30年3月31日

～ の中から1点、ご希望の商品をお選びください。

1 2 3 4 5

Ａコース 当社製陶磁器商品（5千円相当）

Ａコース もしくは からお選びください。Bコース1,000株～4,999 株の株主さま

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）

[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） 

～ 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。Cコース 当社製陶磁器商品（1万円相当）

Cコース もしくは からお選びください。Dコース5,000 株以上の株主さま

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）

[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） 

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

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/

この冊子は、FSC®認証
紙を使用し、 印刷には
環境に配慮した植物油
インキを使用しています。

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　656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

第93回定時株主総会決議ご通知

会社概要

平成30年6月22日開催の当社第93回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。
記

以上

報告事項 1.

2.

第93期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
第93期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
　本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

※第93期期末配当金につきましては、無配とさせていただきました。 株主のみなさまには大変申し訳なく深くお詫び申しあげます。

議案　取締役10名選任の件
本件は、原案どおり取締役に三谷充、三谷明子、三谷直輝、森浩一、長谷勲、池田聡、布川一哉、
岩田隆次、原丈人、武山政直の各氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

（平成30年3月31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
　4,547名

株式の状況 （平成30年3月31日現在）

（平成30年6月22日現在）

（注）持株比率は自己株式864,148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%
10.73%

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。

　当社は、2018年5月15日付で単元株式数を1,000株から100株に引き下げいたし
ました。なお、単元株式数は100株となりましたが、株主優待制度は引き続き1,000株
以上所有の株主さまが対象となります。また、単元株式数変更に伴う株主の皆様に
よる特段のお手続きの必要はございません。

【単元株式数の変更に関するご案内】
単元株式数の変更 1,000株　　 100株

　平成30年3月31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7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7月31日（火）
までにご返送ください。

株主優待のご案内

1. 当社製陶磁器商品の発送は、平成30年8月31日より順次行います。
2. 株主優待クーポンは、平成30年8月31日までに郵送いたします。
3. 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。
4. 株主優待クーポンの利用期間は、平成30年9月1日～平成31年3月31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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。



KIYORA
19cmプレートセット

ケーキ皿や取り皿に使いやすい
プレート。どんなジャンルの料理でも
お使いいただけます。

プレート(D19.3×H2.3㎝)×2

ART DECO PEARL
プレートセット

格調高い装飾と上品なプラチナの
輝き。ご家庭で使いやすいサイズの
セットです。

21cmプレート(D21.0×H2.0㎝)×2
15cmプレート(D15.3×H1.6㎝)×2

WATER DROP
ペア兼用椀皿

光にあたると優美に輝く模様が
ワンランク上のティタイムを演出します。

兼用椀(240cc)
（L10.8×S8.6×H7.3㎝）×2
兼用皿(D14.7×H2.5㎝)×2

墨の瞬 煌 KIRA
27cmプレートセット

世界一位に選出された「和」の心を
感じさせる器。境界がないため、
盛り付けの自由度が高い器です。

プレート(D27.0×H2.6㎝)×2

BLUE RING （PAOLA NAVONE）
24cmアラカルトボールセット

にじみのある藍色のリングが特徴の
ボール。レストランのような盛り付けが
楽しめます。

アラカルトボール
(D23.9×H5.3㎝)×2

はらぺこあおむし
はじめてセット

エリック･カール不朽の名作が
モチーフ。お子さまにとって
使いやすい形にこだわりました。

13cm深皿(D13.0×H2.8㎝)
10cmライスボール(210ｃｃ)(D10.0×H4.8㎝)
マグ（SS）(210cc)（L9.9×S7.5×H6.6㎝）
スプーン(オレンジ、L13.5×S2.9cm)、
フォーク(イチゴL13.6×S2.3cm)、
絵本(18×13㎝)各1

江戸小紋（渦巻レリーフ）
16cm角深皿セット

江戸小紋柄のレリーフであしらった
デザイン。副菜の盛り付けや汁気の
多いメニューにもおすすめです。

16㎝角小皿
(L19.6×S16.6×H5.7㎝)×2 

CLOUD （BODO SPERLEIN）
20.5cmプレートセット

世界的に著名なプロダクトデザイナー
のボド・スパレンがデザインした
やわらかい色合いのプレートです。

20.5㎝プレート
（D20.7×H3.0㎝）うすべに色・灰色各1

FLOWER DOTS （PAOLA NAVONE）
16.5cmディーププレートセット

一人分のサラダやフルーツの取分け
などに使いやすいサイズです。

16.5㎝ディーププレート
（D16.7×H4.0㎝）×2

Leo Lionni's Friends
キッズセット

レオ・レオニが描く「フレデリック」を
モチーフにしたアート性の高いデザイン。
子供食器3点セットです。

10㎝ライスボール(210ｃｃ)（D10.0×H4.8㎝）
13㎝深皿（D13.0×H2.8㎝）
マグ（SS）（210㏄）（L9.9×S7.5×H6.6㎝）各1

【お申込みにあたりまして】 2018年２月11日にドイツで開催された世界一の国際見本市「アンビエンテ」の会場で、第1回「テーブルウェアインターナショナル・アワード ・オブ・エクセレンス2018」の授賞式が行われました。
ニッコーの『墨の瞬』が部門優勝し、『UYUN』は、別部門のファイナリスト（3位以内）に入賞するという快挙を成しとげました。 （陶磁器事業）

〈証券コード  5343〉

※裏表紙に第93回定時株主総会決議ご通知を掲載しております。

株主のみなさまへ

第93期 報告書
平成29年4月1日－平成30年3月31日

～ の中から1点、ご希望の商品をお選びください。

1 2 3 4 5

Ａコース 当社製陶磁器商品（5千円相当）

Ａコース もしくは からお選びください。Bコース1,000株～4,999 株の株主さま

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）

[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） 

～ 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。Cコース 当社製陶磁器商品（1万円相当）

Cコース もしくは からお選びください。Dコース5,000 株以上の株主さま

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）

[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） 

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

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/

この冊子は、FSC®認証
紙を使用し、 印刷には
環境に配慮した植物油
インキを使用しています。

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　656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

第93回定時株主総会決議ご通知

会社概要

平成30年6月22日開催の当社第93回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。
記

以上

報告事項 1.

2.

第93期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告いたしました。
第93期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
　本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

※第93期期末配当金につきましては、無配とさせていただきました。 株主のみなさまには大変申し訳なく深くお詫び申しあげます。

議案　取締役10名選任の件
本件は、原案どおり取締役に三谷充、三谷明子、三谷直輝、森浩一、長谷勲、池田聡、布川一哉、
岩田隆次、原丈人、武山政直の各氏が選任されそれぞれ就任いたしました。

（平成30年3月31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
　4,547名

株式の状況 （平成30年3月31日現在）

（平成30年6月22日現在）

（注）持株比率は自己株式864,148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%
10.73%

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
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【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。

　当社は、2018年5月15日付で単元株式数を1,000株から100株に引き下げいたし
ました。なお、単元株式数は100株となりましたが、株主優待制度は引き続き1,000株
以上所有の株主さまが対象となります。また、単元株式数変更に伴う株主の皆様に
よる特段のお手続きの必要はございません。

【単元株式数の変更に関するご案内】
単元株式数の変更 1,000株　　 100株

　平成30年3月31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7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7月31日（火）
までにご返送ください。

株主優待のご案内

1. 当社製陶磁器商品の発送は、平成30年8月31日より順次行います。
2. 株主優待クーポンは、平成30年8月31日までに郵送いたします。
3. 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。
4. 株主優待クーポンの利用期間は、平成30年9月1日～平成31年3月31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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。


