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株主の皆様へ
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ごあいさつ

2010年度業績

当連結会計年度のわが国経済は、年度前半には政府

の各種景気刺激策の効果や好調な新興国経済に支えら

れ回復の兆しが見られましたが、年度後半から景気改

善の動きが弱まり、また2011年3月に発生した東日本

大震災は国民生活や産業に甚大な被害をもたらしてい

ます。

このような状況の下、当社グループでは、電力関連事

業で中国市場における送電・変電用がいしの需要が低

迷したほか、電力貯蔵用NAS®電池（ナトリウム／硫黄

電池）も海外プロジェクトの遅延により売上高が大幅に

減少しました。一方、セラミックス事業では自動車販売

台数の回復により排ガス浄

化用触媒担体やSiC製

ディーゼル・パティキュ

レート・フィルター（DPF）

などの自動車関連製

品の売上高が大幅

に増加しました。

エレクトロニクス

事業でも市況回

復により、半導

体製造装置用セ

ラミックスをは

じめ、ベリリウ

ム銅製品、イン

クジェットプリンター用圧電マイクロアクチュエーター、

通信機器用電子部品などの売上高が増加しました。そ

の結果、連結売上高合計では前期比1.6%増の2,393

億63百万円となりました。

利益面では、電力関連事業が大幅な減益となり営業

損失となったものの、セラミックス事業とエレクトロニ

クス事業では、売上高の増加やコストダウンにより円

高影響を吸収して大幅な増益となったことから、連結

営業利益は前期比37.1%増の321億57百万円、経常

利益は同31.7%増の327億26百万円、当期純利益は

同37.4%増の244億63百万円となり、ROE（自己資

本当期純利益率）は8.0%となりました。

企業価値の向上による今後の成長に向けて

2011年3月に発生した東日本大震災は多くの方々の

生命と生活に甚大な損害を与え、さらには生産活動の低

下やマインドの悪化により、わが国経済の不確実性を高

めることとなりました。また緩やかな回復傾向にありま

した世界経済についても、新興国の高成長は期待され

るものの、全体としては資源高、財政問題、政情不安な

どリスクが多く、これに震災に伴う自動車やエレクトロニ

クス製品の生産停滞が加わり、先行きの事業環境は非

常に厳しいものと思われます。

このような状況の下、当社グループが対処すべき課

題は、電力関連事業の再構築、セラミックス事業の成長

機会を確実に捉える生産体制確立、エレクトロニクス事

当社グループの2010年度報告書をお届けするにあたり、謹んでごあいさつ申し上げます。
また、このたびの東日本大震災により被災された皆様にお見舞い申し上げ、
被災地の一刻も早い復興を心よりお祈りいたします。



当期純利益
（単位：億円）

売上高
（単位：億円）

一株当たり当期純利益
（単位：円）

営業利益
（単位：億円）

ROE：自己資本当期純利益率
（単位：％）

経常利益
（単位：億円）

’07 ’08 ’09 ’10

4,000

3,000

2,000

1,000

0

3,648.8

2,732.1

2,354.8 2,393.6

’07 ’08 ’09 ’10

600

450

300

150

0

459.5

244.6
178.0

244.6

’07 ’08 ’09 ’10

160

120

80

40

0

136.36

73.66

54.51

74.91

’07 ’08 ’09 ’10

800

600

400

200

0

693.7

328.0

234.5
321.5

’07 ’08 ’09 ’10

800

600

400

200

0

693.2

314.8
248.5

327.2

0

20

15

10

5

’07 ’08 ’09 ’10

15.3

8.1

6.1

8.0

02

連結財務ハイライト

業における新製品の早期市場投入、ものづくり構造革

新の推進による収益力と競争力の強化、次世代の柱と

なる新技術・新製品の創出です。

これらの課題への取り組みを通じて、会社の成長を確

かなものとし、企業価値の向上と、資本効率重視、株主

重視の経営を推進していきます。また、社会インフラや

環境に貢献する独自の製品供給により震災からの復興

に全力で対応すると同時に、震災に起因するリスクの低

減に努めていきます。

株主の皆様におかれましては、何卒倍旧のご指導ご

支援を賜りますようお願い申し上げます。

2011年6月

　　　取締役社長
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部門別営業概況

電力関連事業部門

セラミックス事業部門

エレクトロニクス事業部門

□ がいし・架線金具
□ 送電・変電・配電用機器
□  がいし洗浄装置・
防災装置

□  電力貯蔵用NAS®電池
（ナトリウム／硫黄電池）

□ 自動車用セラミックス
□ 化学工業用耐食機器
□ 液・ガス用膜分離装置
□ 燃焼装置・耐火物
□ 放射性廃棄物処理装置

□  ベリリウム銅圧延製品・
加工製品

□ 金型製品
□  半導体製造装置用
セラミックス

□  電子工業用セラミックス

NAS®電池

ディーゼル・パティキュレート・
フィルター（DPF）

半導体製造装置用セラミックス
（セラミックヒーター）

売上高の推移（単位：億円）

売上高の推移（単位：億円）

売上高の推移（単位：億円）
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当部門の連結売上高は、538億54百万円と前期
に比べて38.3%減少しました。
がいしは円高の影響に加えて中国市場での需要

低迷が続いたことから前期比で減収となりました。
電力貯蔵用NAS®電池は海外案件の繰延べによる
需要低迷に加えて、一部案件の返品を受けたことか
ら、前期比で大幅な減収となりました。

当部門の連結売上高は、1,242億95百万円と前
期に比べて22.2%増加しました。
新興国を中心に各国の乗用車販売が好調だったこ

とに加えて、トラックの販売台数の回復により主力
のガソリン車向け排ガス浄化用触媒担体やSiC製
DPFをはじめとするディーゼル関連製品の需要が
増加したことから、前期比で大幅な増収となりまし

当部門の連結売上高は、617億17百万円と前期
に比べて31.6%増加しました。
ベリリウム銅製品が市況回復により需要が増加し

たほか、半導体製造装置用セラミックス製品も半導
体メーカーの設備投資回復に伴い需要が増加、イン
クジェットプリンター用圧電マイクロアクチュエー
ターの需要も堅調に推移し、前期比で増収となりま

連結営業利益は、がいしおよびNAS®電池の売上
高が大幅に減少したことに加えて、円高によるマイ
ナス影響もあり、前期79億74百万円の営業利益か
ら81億27百万円の営業損失となりました。

た。産業機器関連は客先設備投資の減少や震災の
影響による出荷繰延べにより減収となりました。
連結営業利益は、自動車関連製品の売上高が大

幅に増加したことにより、円高影響を吸収して、前
期比135.9%増の310億85百万円となりました。

した。また連結子会社の双信電機（株）グループも
情報通信および産業機器市場の回復により増収とな
りました。
連結営業利益は、売上高の増加により円高影響

を吸収して、前期比298.0%増の91億9百万円と
なりました。
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2010年度のトピックス

9年ぶりのトップ交代トピックス 1

記者会見に臨む松下新会長と加藤新社長（右）

社員と語る加藤新社長

当社は、4月1日付で加藤太郎副社長が第11代社長

に、松下雋社長が会長に就任いたしました。

加藤新社長は技術系出身で、セラミックス事業本部

長、営業担当社長補佐を経てここ数年は研究開発本部

長として研究開発活動をリードするとともに、ものづく

り構造革新による強靭な製造体制作りを推進してまいり

ました。

加藤新社長は、「非常に厳しい状況下ではあるが、や

るべきことは変わらない。当社の技術の先進性を一層

強化して既存事業の強化・拡大を行い、新製品や新規事

業を生み出して、持続的成長を確かなものにしていくこ

とが私の使命である」と社長就任の抱負をのべました。
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当社は、東日本大震災発生後、重要なライフライ

ンである電力設備や鉄道の復旧に向け、直ちにがい

しなど関連機材の搬送に全力をあげるとともに、す

べてのお客様の復旧・復興にグループ一丸となって

取り組んでおります。

また、被災者の皆様の救援や被災地の復興に役立

てていただくため、当社より5千万円を拠出し、さら

にグループ各社および役員、従業員からの寄付もあ

わせ、約1億円の義援金を拠出いたしました。

また、福島第一原子力発電所の事故の影響および

浜岡原子力発電所の停止に伴う電力供給事情の悪化

に対処するため、グループ全体として節電を実施す

るとともに、事業の継続を確固たるべきものにすべ

く、震災などに起因するリスクの低減やBCP（事業継

続計画）の見直しなどの施策に努めております。

当社が独・コンチネンタル社と共同で開発した車載用

の高精度NOXセンサーが高い評価を受け、昨年4月、米

国の大手自動車専門誌「オートモーティブニュース

（Automotive News）」が後援するPACE*アワードを受

賞しました。

PACEアワードは、自動車業界での革新的な進歩につ

ながる製品や製造プロセスを開発したサプライヤーに

贈られるものです。

NOXセンサーは、排ガス中の窒素酸化物（NOX）濃度

を、ppm（100万分の1）オーダーの高精度で測定がで

きる世界初の車載用センサーです。今後の世界的に厳

しい排ガス規制に適合する、低燃費でクリーンなディー

ゼル車の実現を可能にする必須の部品として高く評価

され、今回の受賞につながりました。

日本ガイシの東日本大震災への支援と対応について

トピックス 2 車載用高精度NOXセンサーの開発でPACEアワードを受賞

車載用高精度NOXセンサーは、ユーロV、US10など

の排ガス規制強化を背景に、欧米を中心に今後大幅な

需要拡大が見込まれており、当社気鋭の新製品として

一層の事業拡大を図ってまいります。

*PACE=Premier Automotive Supplier’s Contribution to Excellence

NOXセンサーは自動車排気管上に直接取り付け、排ガス中のNOX濃度を
長期間高精度に測定
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要約財務諸表（連結）

貸借対照表
科目

2009年度末
（2010年3月31日現在）

2010年度末
（2011年3月31日現在）

（資産の部）

流動資産 254,267 241,273

　現金及び預金 75,697 49,177

　受取手形及び売掛金 62,534 50,080

　有価証券 36,433 42,037

　たな卸資産 65,377 81,239

　その他 14,364 18,865

　貸倒引当金 △139 △127

固定資産 221,579 238,110

　有形固定資産 138,985 137,229

　　建物及び構築物 50,407 48,179

　　機械装置及び運搬具 50,803 46,812

　　土地 21,416 21,281

　　その他 16,358 20,956

　無形固定資産 2,022 2,657

　投資その他の資産 80,570 98,223

　　投資有価証券 51,458 72,293

　　その他 29,400 26,148

　　貸倒引当金 △288 △218

資産合計 475,847 479,384

（単位：百万円未満切捨）

科目
2009年度末

（2010年3月31日現在）
2010年度末

（2011年3月31日現在）

（負債の部）
流動負債 62,241 72,601
　支払手形及び買掛金 23,109 23,330
　短期借入金 3,321 5,121
　一年以内返済予定の長期借入金 4,000 10,107
　その他 31,810 34,041

固定負債 94,133 83,246
　社債 20,000 20,000
　長期借入金 44,132 34,000
　繰延税金負債 8,875 7,135
　退職給付引当金 16,737 16,162
　製品保証引当金 ― 2,029
　その他 4,387 3,918

負債合計 156,374 155,848

（純資産の部）
株主資本 320,750 340,928
　資本金 69,849 69,849
　資本剰余金 85,139 85,136
　利益剰余金 180,076 200,357
　自己株式 △14,314 △14,415

その他の包括利益累計額 △18,424 △34,259
　その他有価証券評価差額金 6,226 4,826
　繰延ヘッジ損益 81 32
　為替換算調整勘定 △24,732 △37,462

　 在外子会社の退職給付 
 債務等調整額 ― △1,655

新株予約権 643 698
少数株主持分 16,502 16,169

純資産合計 319,472 323,536

負債純資産合計 475,847 479,384
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貸借対照表
資産の部：流動資産は、NAS®電池で一部案件の返品を受けたことによ
り、たな卸資産が増加した一方で売掛債権が減少したほか、有形固定資
産や投資有価証券の取得に伴い現金・預金も減少しました。固定資産は、
投資有価証券が増加したことなどから増加しました。
負債の部：流動負債は、短期借入金や1年以内返済予定の長期借入金の
増加などにより増加しました。固定負債は、長期借入金の減少などによ
り減少しました。
純資産の部：純資産は、為替換算調整勘定やその他有価証券評価差額金
が減少した一方、利益剰余金が増加したことなどにより増加しました。

損益計算書
売上高は、電力関連事業は、がいしの円高影響や中国市場での需要低迷、
NAS®電池の海外案件の繰延べによる需要低迷や一部案件の返品など
から、前期と比較し大幅な減収となりました。一方、セラミックス事業で
は、新興国を中心に自動車販売が好調だったことに加え、トラックの販売
台数の回復により、主力のガソリン車向け排ガス浄化用触媒担体やSiC
製DPFをはじめとするディーゼル関連製品の需要が増加し、大幅な増収

損益計算書 （単位：百万円未満切捨）

2009年度 2010年度

科目
 2009年4月 1 日から 
 （2010年3月31日まで） 2010年4月 1 日から 

 （2011年3月31日まで）
売上高 235,489 239,363
　売上原価 168,716 160,749
　販売費及び一般管理費 43,319 46,456

営業利益 23,453 32,157
　営業外収益 4,424 5,020
　営業外費用 3,027 4,451

経常利益 24,850 32,726
　特別利益 858 42
　特別損失 2,702 2,286

税金等調整前当期純利益 23,006 30,482
　法人税、住民税及び事業税 6,038 7,846
　法人税等調整額 △40 △2,566
　少数株主利益（△は損失） △800 738

当期純利益 17,808 24,463

キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円未満切捨）

2009年度 2010年度

科目
 2009年4月 1 日から 
 （2010年3月31日まで） 2010年4月 1 日から 

 （2011年3月31日まで）
営業活動によるキャッシュ・フロー 44,375 36,650
投資活動によるキャッシュ・フロー △71,166 △17,886
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,681 △5,146

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,966 △3,985
現金及び現金同等物の増加額（△は減少） △23,143 9,631
現金及び現金同等物の期首残高 76,508 53,364
連結の範囲の変更に伴う現金及び 
現金同等物の増加額（△は減少） ― 7

現金及び現金同等物の期末残高 53,364 63,003

となりました。エレクトロニクス事業についてもベリリウム銅製品が市場
回復により需要が増加したほか、半導体製造装置用セラミックス製品も
半導体メーカーの設備投資回復に伴い需要が増加、インクジェットプリン
ター用圧電マイクロアクチュエーターの需要も堅調に推移し、前期比で
増収となりました。その結果、連結売上高は前期比増収となりました。
利益面では、電力関連事業で大幅な減少となったものの、セラミックス事
業とエレクトロニクス事業ともに売上高が増加したことにより円高影響を
吸収し、連結営業利益、経常利益、当期純利益は前期比増益となりました。

キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フローは、売掛金の減少や税金等調整前当期
純利益の増加の一方で、たな卸資産の増加や法人税等の支払額の増加
などにより、前期と比較し収入が減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の減少により、前期と比
較し支出が減少しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加による収入の一
方で、配当金の支払いや長期借入金の返済による支出により、社債発行
や長期借入れによる収入があった前期から、支出に転じました。

POINT
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株式情報 （2011年3月31日現在、但し④を除く）

①株式の情報
発行可能株式総数 735,030,000株
発行済株式の総数 337,560,196株
株主数 31,789名

②大株主
株主名 持株数（千株）持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行 
 株式会社（信託口） 30,194 9.24 

日本トラスティ・サービス信託銀行 
 株式会社（信託口） 25,788 7.89 

第一生命保険株式会社 21,457 6.57 

明治安田生命保険相互会社 18,695 5.72 

株式会社三菱東京UFJ銀行 10,292 3.15 

SSBT OD05 OMNIBUS  
 ACCOUNT–TREATY CLIENTS 5,898 1.80 

野村信託銀行株式会社（投信口） 5,846 1.79 

三菱UFJ信託銀行株式会社 5,639 1.72 

日本生命保険相互会社 5,391 1.65 

JPモルガン証券株式会社 3,871 1.18 

（注） 1. 当社は、自己株式11,043,485株を保有しておりますが、上記大株主
からは除いております。

 2. 上記持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数（11,043,485株）
を控除した株数を基準として算出し、小数点第3位以下を切り捨てとし
ております。

 3. 当社は、以下のとおり、大量保有報告書等に係る報告を受けております
が、当社として当事業年度の末日における実質所有株式数の確認がで
きないため、上表の作成にあたっては下記の報告にかかわらず、株主
名簿のうち所有株式数の多い順に10名の株主を抜粋しております。

  株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、2010年9月24日
に大量保有報告書に係る変更報告書の写しの提出があり、2010年9
月15日現在でそれぞれ以下のとおり当社株式を保有している旨の報
告を受けております。

氏名又は名称 保有株券等の数（千株）株券等保有割合（％）

株式会社三菱東京UFJ銀行 10,292 3.05

三菱UFJ信託銀行株式会社 26,836 7.95

三菱UFJ投信株式会社 1,718 0.51

三菱UFJモルガン・ 
 スタンレー証券株式会社

1,844 0.55

エム・ユー投資顧問株式会社 893 0.26

計 41,583 12.32

③株式分布状況
国内法人
475名
（1.5％）

外国人
410名
（1.3％）

個人・その他
30,727名
（96.6％）

金融機関
177名

（0.6％）

株主数
31,789名

金融機関
177,290千株
（52.5％）

国内法人
23,464千株
（7.0%）

個人・その他
66,983千株
（19.8%）

外国人
69,823千株
（20.7%）

株式数
337,560千株
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会社概要
表記社名 日本ガイシ株式会社

NGK INSULATORS, LTD.
商号 日本碍子株式会社
代表者 代表取締役会長 松下　　雋

代表取締役社長 加藤　太郎
代表取締役副社長 浜本　英嗣
代表取締役 藤戸　　宏

創立 1919年5月5日（大正8年）
資本金 69,849百万円（2011年3月末現在）

役員 （2011年6月29日現在）（*は代表取締役）

* 取締役会長 松下　　雋
* 取締役社長 加藤　太郎
* 取締役副社長 浜本　英嗣
* 取締役 藤戸　　宏
 取締役 水野　丈行
 取締役 伊夫伎光雄
 取締役 浜中　俊行
 取締役 武内　幸久
 取締役 坂部　　進
 取締役 齋藤　英明
 取締役 岩崎　良平
 取締役（社外） 蒲野　宏之
 取締役（社外） 中村　利雄
 常勤監査役 和田　　洋
 常勤監査役 福原　道雄
 監査役（社外） 田中　節夫
 監査役（社外） 寺東　一郎

執行役員 （2011年6月29日現在）（*は取締役を兼務）

* 社長 加藤　太郎
* 副社長 浜本　英嗣
* 専務執行役員 藤戸　　宏
* 専務執行役員 水野　丈行
* 専務執行役員 伊夫伎光雄
* 専務執行役員 浜中　俊行
* 常務執行役員 武内　幸久
* 常務執行役員 坂部　　進
 常務執行役員 宝池　隆史
 常務執行役員 大島　　卓
 執行役員 阪井　博明
* 執行役員 齋藤　英明
* 執行役員 岩崎　良平
 執行役員 福井　治男
 執行役員 高橋　伸夫
 執行役員 大口　幸泰
 執行役員 蟹江　浩嗣
 執行役員 横井　公二
 執行役員 石川　修平
 執行役員 山本　秀樹
 執行役員 倉知　　寛

株主メモ 
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 6月

剰余金の配当基準日 期末配当金　3月31日 
中間配当金　9月30日

株主名簿管理人 
特別口座の口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

　同連絡先 〒137-8081 
東京都江東区東砂七丁目10番11号 
三菱UFJ信託銀行株式会社 
証券代行部 
70120-232-711（通話料無料）

公告方法 電子公告により当社ホームページ
（http://www.ngk.co. jp/ IR/

kessan）に掲載いたします。なお、
事故その他やむを得ない事由によ
り電子公告することができない場合
は、日本経済新聞および名古屋市に
おいて発行する中日新聞に掲載い
たします。

会社情報



株式に関するお手続きについて

1  特別口座に記録された株式
　特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が
口座管理機関となっておりますので、下記連絡先までお問合せください。

お手続き、ご照会の内容 お問合せ先

・特別口座から一般口座への
振替請求
・単元未満株式の買取・買増請求
・住所・氏名などのご変更
・特別口座の残高照会
・配当金の受領方法の指定*

特別口座の
口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目
10番11号
70120-232-711（通話料無料）

 （平日9：00-17：00）

・郵送物などの発送と返戻に関す
るご照会
・支払期間経過後の配当金に
関するご照会
・株式事務に関する一般的な
お問合せ

株主名簿管理人

*特別口座に記録された株式をご所有の株主様は配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。

2  証券会社などの口座に記録された株式
　株券電子化に伴い、証券会社などの口座に記録された株式の各種お手続きにつきましては、
一部を除き原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社など）で承ることとなっておりま
すので、口座を開設されている証券会社などにお問合せください。

お手続き、ご照会の内容 お問合せ先

・郵送物などの発送と返戻に関す
るご照会
・支払期間経過後の配当金に
関するご照会
・株式事務に関する一般的な
お問合せ

株主名簿管理人

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
〒137-8081
東京都江東区東砂七丁目10番11号
70120-232-711（通話料無料）

 （平日9：00-17：00）

・上記以外のお手続き、ご照会など 口座を開設されている証券会社などにお問合せください。

手続き用紙のご請求方法
□  音声自動応答電話による
ご請求

70120-244-479（通話料無料）
□  インターネットによる 
ダウンロード

http：//www.tr.mufg.jp/
daikou/

〒467-8530　名古屋市瑞穂区須田町2番56号
TEL （052）872-7176　E-mail: share-gr@ngk.co.jp


