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2020年 4月1日－2021年3月31日

第96期 報告書

※裏表紙に第 96 回定時株主総会決議ご通知を掲載しております。

飲食に関わる様々な情報を発信するオウンドメディア（table source)を開設しました。サステナブルな取り組みなどを情報メディアから発信し、
高感度のインフルエンサーの波及効果で認知度を上げ、新たなファンを増やします。

URL:https://www.table-source.jp/

tab le  source
サイトはこちらから



代表取締役社長
2021年6月

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。新型コロナウイルス感染症により、お亡くな
りになられた方々に謹んでお悔やみをお申しあげますととも
に、罹患された方々、ご家族のみなさまに対し、心よりお見舞い
を申しあげます。また感染拡大防止策や治療など日々ご尽力
されている医療従事者のみなさまには心より敬意を表します。
　当連結会計年度は2020年３月期を初年度とする３ヶ年中
期経営計画の２ヶ年目です。
　当期は新型コロナウイルス感染拡大により、陶磁器事業
および機能性セラミック商品事業は大きくその影響を受け
ました。
　当期の売上高はすべての事業で減収となりました。収益
面では住設環境機器事業は黒字を確保したものの減益、機
能性セラミック商品事業および陶磁器事業は赤字となり、
連結全社で損益は各段階利益において赤字となりました。

　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、第97期の黒字化および早期復配に向けて、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、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。

連結業績ハイライト

（単位：百万円） （年度）

■売上高
114 億 58 百万円

第94期 第96期
2018 2020

13,741 13,422

第95期
2019

11,458

（単位：百万円） （年度）

■総資産

9,462 9,254 9,003

■キャッシュ・フロー計算書

科目

第 95期
2019年 4月1日～
2020 年3 月31 日

第 96 期
2020年 4月1日～
2021 年3 月31 日

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額

123

△232

△193

△302

△109

△260

601

231

現金及び現金同等物の期首残高 1,349 1,047

現金及び現金同等物の中間期末残高 1,047 1,278

（年度）（単位：百万円）

■営業利益
△ 6 億 27 百万円

（年度）（単位：百万円）

■経常利益
△ 4 億 91 百万円

（年度）（単位：百万円）

■親会社株主に
帰属する当期純利益
△ 6 億 82 百万円

△627

（単位：百万円） （年度）

■純資産/自己資本比率

1,278
1,413

772

8.6％

13.5%
15.3%

第94期 第96期
2018 2020

第95期
2019

第94期 第96期
2018 2020

第95期
2019

第94期 第96期
2018 2020

131 90

第95期
2019

△491

180 141

△682

134 121

第94期 第96期
2018 2020

第95期
2019

第94期 第96期
2018 2020

第95期
2019

■■ 通期 ■■ 通期 ■■ 通期 ■■ 通期

■■ 通期 ■■ 通期



幕張メッセでの展示会

住設環境機器事業住設環境機器事業

[主な商品]

浄化槽、産業廃水処理システム、ディスポーザ生ごみ処理システム、
多機能内装建材、除臭調湿材、オーダーメイドシステムバスルーム

第96期第95期第94期

売上高（単位：百万円） 売上構成比

75%

9,361 8,5428,754

埼玉工場見学（スリランカ領事）

TOPICSTOPICS
埼玉工場の自動販売機を寄付型自動販売機に切替えました。売上金額に
応じて自販機会社からNPO法人ウォーターエイドジャパンに寄付され
る仕組みになっており、世界の水環境改善活動を支援しています。

中東エリアにおける浄化槽のニーズを把握することができ、UAE（ア
ラブ首長国連邦）の大型キャンプサイトに浄化槽を納入することがで
きました。引き続き、海外に向けて浄化槽の販売を推進していきます。

新規ディスポーザの開発

画面共有でのオンライン商談バンクチュール提案シミュレーション

◎水創り事業部は、小型浄化槽の省エネ型新商品『水創り王』の全国拡販に
取り組んでいます。オリジナル製作のポスターやノベルティで、取引先へのPR
活動を行いました。

◎世界で浄化槽に対する関心が高まり、アジアを中心に海外からの埼玉工場
見学希望者が増えています。

◎環境プラント事業部は、ディスポーザの開発に取り組んでいます。
ディスポーザは生ごみ収集の問題を解決し、利便性の高い商品としてマンショ
ンを中心に普及しています。

◎バンクチュール事業部は、シミュレーションシステムを活用したオンライン商談
を始め、コロナ禍における非対面営業の満足度向上に努めました。

◎バンクチュールではお客さまに浴室のイメージを膨らませて頂くために、シミュ
レーションシステムを開発し、提案に活かす取り組みをしています。
360度、どの角度からも見ることができ、拡大・縮小もできる機能をアップデート
したことで、細かい提案が可能になりました。



生産性改善成果発表会

陶磁器事業

[主な商品]

陶磁器製テーブルウェア/卓上小物、金属製カトラリー、
グラスウェア、ホローウェア

機能性セラミック商品事業

[主な商品]

セラミック基板、グレーズ基板、LTCC基板、圧電体、回路基板

下期発売の新シリーズ　左から「洋の色」 「積雪」

窒素雰囲気焼成炉の設置

◎第96期は上期の６シリーズに続き、下期５シリーズの新商品の販売を
開始しました。

◎アーカイブ商品群から、普遍的なREMASTERED（リマスタード）シリー
ズを選定しました。新しいECサイトではこのシリーズを含めて販売し、
ニッコーファンを増やしていきます。

◎製造、間接部門のマルチスキル化を進めています。

◎直描製版機を導入し、絵柄開発のスピードアップを図ることが可能にな
りました。

◎各種表面平滑性の高い基板製品開発に注力し商談を進めており、先行
して一部の提案先において品質の飛躍的な向上が認められ、量産製品
の正式受注に至っています。

◎次世代製品開発を目的とした窒素雰囲気焼成炉の設置工事を完了さ
せ、試験運用を開始、技術開発に努めています。

◎製造部門における従来の分業型から係を横断しての連携型活動におい
て一定の成果が得られており、今後も引き続き生産性の改善、商品開発
のスピードアップ、品質向上を目指して取り組んでいきます。

引き続きWebでの情報発信を強化しており、コロナ禍以前と比較し、
具体的商談案件数が向上しています。取引先との商談においてはWeb
会議が主流となっていることから、専用のオンラインミーティング
ルームを設け、積極的な交流を進めています。

TOPICS

陶磁器素材の活用方法について、石川県立大学との共同研究をス
タートさせました。TOPICS

世界的な陶磁器の業界誌「Tableware International」が主催する
コンテスト、第４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』のHospital i ty  Dinnerware部門において、

「HALO」シリーズが優勝しました。同部門での優勝は２年連続です。

TOPICS

売上構成比

16%

売上構成比

9%

第96期第95期第94期

売上高（単位：百万円）

2,286 1,8532,654

第96期第95期第94期

売上高（単位：百万円）

1,760
1,062

2,283



株主優待のご案内
　2021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2021年7月31日までにお申込みください。
※基準日2021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2021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。

 1 ～ 5 の中から1点、ご希望の商品をお選びください。当社製陶磁器商品(1万円相当)

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

6 ～ 10 の中から1点 もしくは Aコース内の 1 ～ 5 の中から2点
ご希望の商品をお選びください。当社製陶磁器商品(2万円相当)

当社オンラインショップ専用
株主優待クーポン2万円相当 (5千円クーポン4枚)

当社オンラインショップ専用
株主優待クーポン2千円相当 (2千円クーポン1枚)

Aコース

Bコース

■1,000株～4,999株を継続してかつ半年以上保有の株主さま ： どちらかをお選びくださいAコース Bコース

■5,000株以上を継続してかつ半年以上保有の株主さま ： どちらかをお選びくださいCコース Dコース

Cコース

Dコース

長期保有
特別優待

8 FLOWER DANCE
ティータイムペアセット

3 TWINKLE MOSAIC
兼用碗皿ペアセット

10 SANSUI
21cmプレート5枚セット

2 BLUE RING
17cmプレート 5枚セット

9 錦山窯 花影(はなすがた) 
28cmディーププレート2枚セット6 ELITE MODERN

兼用碗皿（5客）

5 墨の瞬 煌 KIRA 
27cmディナープレートセット

7 EXQUISITE
ティーフォートゥセット

4 カトラリー
スプーン10本セット１ CELEBRATION

15.5cmオートミル 5枚セット

商品ご購入前に会員登録 もしくは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く
とご購入時の付与ポイントに追加して1,000ポイントプレゼント。  ※各会員さま1回のみの特典となります。

2. オンラインショップ会員さま限定
　1,000ポイント特別プレゼント

1.ご購入時10%の
　特別ポイントプレゼント

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。

Bコース Dコース 株主優待クーポンご利用でオンラインショップでのご購入時に２つの特典

【お申込みにあたりまして】
1.

2.

3.
4.

5.

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

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～2022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。

2

■1,000 株以上を継続してかつ3年以上保有の株主さま

※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。

「株主優待品お申込書」ご返送期限

2021年７月31日(土)
＜当日消印有効＞

株主優待品発送予定日

2021年８月下旬頃
※順次発送いたします。



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： https://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　615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96回定時株主総会決議ご通知

会社概要

2021年6月24日開催の当社第96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96期（2020年4月1日から2021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96期（2020年4月1日から2021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。

※第96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。

決議事項 第1号議案　定款一部変更の件
本件は、原案どおり定款の一部を変更することに承認可決されました。
第2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。

（2021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
　5,296名

株式の状況 （2021年3月31日現在）

（2021年6月24日現在）

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 ㈱
株式会社日本カストディ銀行
（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

4,848千株
2,936千株
2,453千株

1,123千株
828千株
809千株
809千株
594千株
400千株
240千株

20.80%
12.60%
10.52%

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。

（注1）持株比率は自己株式864,592株を除いて算出しております。
（注2）三谷美智子氏は、2021年２月25日に逝去されましたが、名義書換未了のため、株主名簿上

の名義で記載しております。


