
業界No.1※省エネ性能、家庭用新小型浄化槽「水創り王」発売（2020年4月）。※「ニッコー（株）調べ」2020年3月現在

（住設環境機器事業・水創り事業部）

〈証券コード  5343〉

※裏表紙に第95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95期 報告書
2019年4月1日－2020年3月31日



※「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。なお、倉庫事業については第95期第2四半期に廃止しています。

連結業績ハイライト
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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）

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

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

その他  56
※

13,422

住設環境機器
9,361

陶磁器
1,760

機能性セラミック商品
2,286

その他  13
※

住設環境機器
8,754

陶磁器
2,283

機能性セラミック商品
2,654

その他  49
※

11.2%
13.5%

9,466

1,059

自己資本比率

総資産 純資産 総資産 純資産

財務
活動
CF

現金及び
現金

同等物の
期末残高

営業
活動
CF

現金及び
現金

同等物の
期首残高

投資
活動
CF

1,0421,102

△298

△301
540

第95期

第95期

第95期

営業損益 経常損益 親会社
株主に

帰属する
当期

純損益

90

141 121131
180

134

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

15.3%

9,254

1,413

9,462

1,278

総資産 純資産

1,047

△193

△232123

1,349

△228

△286

822

ごあいさつ

　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。
　また、今般の新型コロナウイルス感染症に罹患された方およびご家族・関
係者のみなさまに謹んでお見舞い申しあげます。
　当社は、新型コロナウイルスに関する状況を注視しながら、今後も政府や自
治体などの方針に基づき感染拡大防止に必要な対応を適切に実施してまい
ります。
　さて、第95期は3ヶ年中期経営計画の初年度として始まりました。
　当期の売上高は、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）が増収の一方で、機能性セラミック商品事業
および陶磁器事業の減収により連結売上高は減収となりました。
　収益面では、住設環境機器事業が増益となった一方で、機能性セラミック
商品事業の減益および陶磁器事業の赤字により、連結全社では減益となりま
したが、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、4期連続黒字を確保しました。営業キャッシュ・フローにつきまして
も、4期連続黒字を確保し、財務体質の改善も確実に進んでおります。
　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。

　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今回も無配とさせていただきました。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。

2020年6月
代表取締役社長

第94期第93期



セグメント別事業の取り組み

バンクチュール（ホテル日航金沢）

住設環境機器事業 ◎水創り事業部は、集合住宅向け中型浄化槽の受注の上振れやクレーム件数の
減少もあり、事業部としての営業利益は大幅に計画を上回る結果となりました。

◎浄化槽保守点検契約については、一部でWebを活用しながら効率的に契約し、
計画契約数を達成しました。今後もストックビジネスとして強化していきます。

◎海外の子供たちに水の大切さや浄化槽のしくみを知ってもらうため、絵本『水の
王さま』を制作しミャンマーヤンゴン管区の小学校へ配布しました。今後、石川県
の小学校や取引先にも配布していきます。

◎バンクチュール事業部は、新規大型ホテルのラグジュアリールームや複数のホテ
ルリニューアルなど非住宅案件を多く納入し、大きく伸長しました。 

◎バンクチュールをご購入いただいたお客さまに、会員制「プレミエサービス」を開始
しました。バスルームの機能を最大限に使い続けるためのメンテナンスサービ
スです。

9,069 8,754 9,361

第95期第94期第93期
売上高（単位：百万円） 売上構成比

70%

新商品「LAGOON」

陶磁器事業
◎2019年10月に開催された世界最大の業務用展示会『ホストミラノ』に出展しま
した。
◎新たな顧客獲得に向けて商品の品質、デザイン力を提案することができました。
◎国内ではホテルが注力するビュッフェをターゲットとして、特に要望の多い軽量化
プレートの開発を進め、従来品より30%近い軽量化新商品Cirrus（シーラス）を
発表しました。　

◎歩留まりを上げたことや改善の実施などで、経費削減の目標を達成することがで
きました。 
◎簡易包装への切り替えや環境負荷低減への取り組みの一環として、陶磁器製品
の包装に使用しているプラスチック素材を順次廃止しています。

2,192 2,283 1,760
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売上高（単位：百万円） 売上構成比

13%

軽量性に優れた新商品「Cirrus」

東京ショールーム 展示会の様子

新商品「多層配線セラミック基板」

機能性セラミック商品事業
◎前期に設備投資した薄型基板の生産設備などを用いて高強度基板アルザⓇの
生産性を高め、パワーデバイス市場への拡大に向けた具体的商談を進めています。

◎新商品開発の一環で、新たに多層配線セラミック基板と工業用セラミックスの市
場に向けた商品提案を始めています。

◎新規加工設備を適用した印刷基板製品の量産を開始し、関連製品の売上拡大
に寄与しました。
◎品質改善の取り組みの一環として、未然防止活動を継続し、品質向上に努めた
結果社内工程不具合を3割削減することができました。

2,646 2,654 2,286

第95期第94期第93期
売上高（単位：百万円） 売上構成比

17%

新商品「工業用セラミックス」



TOPICS

https://www.baincouture.jp
バスルームの3Dシミュレーション

水環境展『ミャンウォーター』をはじめミャンマーヤンゴン管区の
小学校に配布した浄化槽絵本『水の王さま』

2019年11月、ヤンゴン市で開催された水環境展『ミャンウォーター』に浄化槽を出展
しました。ブースには多くのお客さまが訪れ、浄化槽の説明会も実施し、盛況となりまし
た。浄化槽において未開拓市場であるミャンマーへの営業活動も開始しました。

ミャンウォーターに浄化槽を出展

シンプル構造により組立性、メンテナンス性も向上しています。ブロワの消費電力の
低減により、電気料金は10人槽で年間約11,000円お得になりました。（電気料金：27
円/kwhで試算）ロゴマークは絵本『水の王さま』より引用しています。

世界的な陶磁器の業界誌が主催する『第3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 2020』において、３年連続の入賞を果た
し、業務用部門でNOVEL DRAGON（ノーベルドラゴン）シリーズが優勝しました。アジ
アの古典的な吉祥文様と中国格子を思わせるジオメトリックな文様などを組み合わせた
モダンエスニックシリーズです。

テーブルウェアの世界の祭典にて
2度目の優勝

バンクチュールの魅力を伝える
2020年3月に公式ホームページ上のブランドサイトをリニューアルしました。バス

ルームの3Dシミュレーション機能などを追加し、お客さまが「お風呂での過ごし方」をイ
メージできるブランドサイトとなっています。また同時期に開催された伊勢丹新宿店の
「オートクチュールリノベーション」ポップアップ展示会に参加し、商談の機会を得ること
ができました。

ニッコーは、暮らしを豊かにする、ものづくり・ことづく
りが事業の根本です。これからも、『挑戦・信頼・知恵』の
経営理念に基づき、世界が目標に掲げるSDGsの達成
に貢献していきます。

NIKKOのSDGsへの取り組み

2019年10月の台風19号により被災した長野市内の仮設住宅を12月に訪問し、食器をお配りした後、青空市を開催しました。被災されたみなさま
に、お見舞い申しあげますとともに、被災された地域の一日も早い復興をお祈り申しあげます。

CSRへの取り組み

https://www.nikko-company.co.jp/sdgs/
当社のSDGsの取り組みを紹介したWebページ

（2020年4月発売）

業界№1省エネ性能を実現した
新小型浄化槽『水創り王』を発売
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　2020年３月31日時点の株主名簿に記載されている、1,000株以上を継続してかつ半年以上保有の株主さま
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2020年７月31日までにお申込みください。
※基準日2020年３月31日時点での1,000株の保有期間が半年に満たない場合、お申込書は同封されておりません。
※基準日2020年３月31日時点での持株数が5,000株以上であっても、その前年の９月30日時点での持株数が1,000～4,999株であった場合、5,000株の保有
　期間が半年未満となるため、AコースまたはBコースの株主優待が適用されます。

「株主優待品お申込書」ご返送期限

【お申込みにあたりまして】
1.

2.

3.
4.

5.

～ 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。

Ａコース

Cコース

当社製陶磁器商品（1万円相当）

当社製陶磁器商品（2万円相当）

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1万円分（5千円クーポン2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2万円分（5千円クーポン4枚）

ニッコー公式オンラインショップ https://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株を継続してかつ半年以上保有の株主さま

5,000株以上を継続してかつ半年以上保有の株主さま

1,000株以上を継続してかつ3年以上保有の株主さま

[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） 

期日までに「株主優待品お申込書」の返送がない場合は、持株数に応じた当社製陶磁器商品を選定してお送りい
たします。
株主優待クーポンの利用期間は、クーポン到着後～2021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。
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の1回使い切り方式となります。券面額を下回る場合に発生した差額に
つきましては、後日のご利用、返金はできません。
株主優待クーポンをご利用の際の注意事項は、株主優待クーポン郵送時に同封する案内をご覧ください。

株主優待のご案内

12.5㎝ボール［D124×H34㎜］×2
16.5㎝ボール［D165×H45㎜］×2
21.5㎝プレート［D216×H20㎜］×2

シンプルで美しく、境界のないひと続きの
なめらかなシェイプが特長です。

15㎝プレート［D153×H15㎜］×5

スパンコールの華やかなデザインが特長。
パン皿や取り皿にお使いいただけます。

15.5㎝ボール［D155×H50㎜］×5

レリーフなしのシンプルな高台ボールです。
汁気のあるメニューにおすすめです。

兼用碗（240cc）［L115×S85×H72㎜］×2
15.5㎝ソーサー［D152×H20㎜］×2

大胆な筆の軌跡やにじみが安らぎを感じ
させる「浄（じょう）」シリーズ。

26㎝パスタプレート［D262×H36㎜］×2

パスタやカレー、スープ、シチューなどに
お使いいただけるアイテムです。

兼用碗（230cc）［L108×S89×H75㎜］×5
14㎝プレート［D140×H20㎜］×5

独特な質感を表現したシャイニーなデザイン
のカップ&ソーサーです。

26.5㎝長角皿［L264×S190×H9㎜］×2

日本の「和」の心を感じさせる器。前菜
プレートやお刺身、お寿司におすすめです。

兼用碗（240cc）［L108×S86×H73㎜］×2
14.5㎝受皿［D147×H25㎜］×2
21cmプレート［D210×H20㎜］×2

スパンコールがデザインされた華やかな
ペアティタイムセットです。

22㎝ディーププレート［D218×H41㎜］×5

ボーンチャイナの白に青が映えたお皿。
ご家族でお使いいただけます。

マグ（L）（360cc）［L120×S94×H100㎜］×2
14㎝ボール［D140×H70㎜］×2
21㎝プレート［D207×H22㎜］×2

ドロシー・ファイブルマンの作品のディテール
をニッコーの技法で表現しました。

株主優待クーポンご利用の場合、次の２つの特典を贈呈いたします。

１. 会員さま特別ポイント 商品ご購入前に会員登録いただくか、または過去に登録された会員さま名でログインし、株主優待クーポンにて
商品をご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ご購入いただきますと、購入金額（税抜）の10％の特別ポイント（通常5％）をプレゼントします。

※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。
※会員さま特別ポイントは、各会員さま1回のみの特典となります。

※長期保有特別優待のクーポンは、通常優待のお届け先と同住所に
お送りいたします。
※AまたはCコースをお選びいただいた対象株主さまには、通常優待
の商品とは別送いたします。
　BまたはDコースをお選びいただいた対象株主さまには、通常優待
のクーポンと併せてお送りいたします。

当社オンラインショップ専用
株主優待クーポン2千円分（2千円クーポン1枚）

通
常
優
待

2020年７月31日(金)
＜当日消印有効＞

株主優待品発送予定日

2020年８月下旬頃
※順次発送いたします。

長
期
保
有
特
別
優
待

6 7 8 9 10

1 2 3 4 5ウユン
ペアスターターセット

スパングルス
15ｃｍプレートセット

イノセンス
15.5cmボール

墨の瞬（コシノヒロコ）
ペアカップ＆ソーサーセット

ブルーリング（パオラ・ナヴォーネ）
26㎝パスタプレート

エリートモダン
兼用碗皿（5客）

墨の瞬（コシノヒロコ）
26.5㎝長角皿

スパングルス
ペアティタイムセット

フラワードッツ（パオラ・ナヴォーネ）
22㎝ディーププレート

ウェーブ（ドロシー・ファイブルマン）
ペアスターターセット
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海 外

第95回定時株主総会決議ご通知

会社概要

2020年6月25日開催の当社第95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95期（2019年4月1日から2020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95期（2019年4月1日から2020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95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。

第1号議案　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。
第2号議案　取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり取締役の報酬額を年額３億円以内とすることに承認可決されました。
第3号議案　監査役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり監査役の報酬額を年額50百万円以内とすることに承認可決されました。

（2020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
　4,896名

株式の状況 （2020年3月31日現在）

（2020年6月25日現在）

（注）持株比率は自己株式864,510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
2,495千株

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%
10.70%

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）
https://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
吉田　　伸
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。


