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ごあいさつ

2011年度業績
2011年9月に発生しました当社電力貯蔵用NAS®電池

（ナトリウム／硫黄電池）の火災事故につきましては、業績
への影響はもとより、株主の皆様にも多大なご心配とご迷
惑をおかけしましたことをお詫び申し上げます。
当社は火災事故発生以降、事故調査委員会を発足させて

原因究明と対策に取り組んでまいりました。その調査検討
結果に対する外部の第三者委員会の検証結果も踏まえ、消
防庁殿と協議を経て、監視体制なども含めた安全強化対策
を実施することを決定し、その内容を6月7日に公表させて
いただきました。
安全強化対策の実施により、従来のNAS®電池よりさら

に多重化した安全機能が備わるため、より安心して電池を
ご使用いただけるものとなります。
また、NAS®電池工場の操業は火災事故発生以降中断し

ておりましたが、6月より再開いたしました。当面は既設の
NAS®電池を継続して使用されるお客さまの電池を改造す

ることを優先するため、新規生産
につきましては本年度下期から
の開始を予定しております。
再生可能エネルギーの利用
拡大やスマートグリッド
（次世代送配電網）などに
より、大容量蓄電池に
対するニーズが世界
的に高まっている中、
当社におきましては、
安全強化対策を確
実、適切に実施し、
大容量で高効率の蓄
電能力に高い評価を
いただいている
NAS®電池の信頼

回復に努めるとともに、今後の成長に向けた足場を固めて
まいります。
株主の皆様におかれましては、今後ともご支援のほど、

よろしくお願い申し上げます。

当連結会計年度におけるわが国経済は、前半には東日本
大震災や原発事故に加えて為替が歴史的な円高水準となる
など、非常に厳しい状況が続いた一方で、後半には生産・消
費に回復の兆しが見られました。
このような状況のもと、当社グループでは、セラミックス

事業で自動車関連製品を中心に欧米や新興国での需要が
堅調に推移し、コージェライト製ディーゼル・パティキュレー
ト・フィルター（DPF）や触媒用セラミックス担体（大型ハニ
セラム）等の売上高が増加しました。
電力関連事業ではNAS®電池で火災事故の影響により売

上高が低調に推移したほか、がいしも国内及び中国市場の
需要低迷により減収となりました。
エレクトロニクス事業では震災影響などからインクジェッ

トプリンター用圧電マイクロアクチュエーターの需要が減少
したほか、半導体製造装置用セラミックスやベリリウム銅展
伸材も低調に推移しました。これらの結果、売上高合計は自
動車関連製品の増収寄与が大きく、前期比3.5%増の2,478
億18百万円となりました。
利益面では、自動車関連製品を中心にセラミックス事業

で増益となったものの、NAS®電池の生産中断などにより
電力関連事業の営業損失が拡大したほか、エレクトロニクス
事業でも売上高の減少や円高影響などにより減益となった
ことから、営業利益は前期比18.8%減の260億54百万円、
経常利益は同12.2%減の286億70百万円となりました。
当期純損益については、NAS®電池の安全対策費用610億
97百万円を特別損失に計上したことに加えて、移転価格税
制に基づく過年度法人税等77億54百万円を計上した結果、
356億8百万円の当期純損失となりました。

株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
当社の2011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。
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連結財務ハイライト

持続的な成長の実現に向けて
当社グループを取り巻く経済の先行きにつきましては、

新興国や米国経済の減速、欧州の財政・金融不安の再燃、
中東の地政学的リスクと原油価格の高騰、円高や電力の供
給不足などの懸念材料が多く、引き続き不透明な状況が続
くと思われます。
このような状況のもと、当社グループが対処すべき課題

は、セラミックス事業における自動車関連製品を中心とした
事業拡大の機会を確実に捉えた成長の実現、既存事業とり
わけ業績が低迷している電力関連事業と、事業環境の変化
が激しいエレクトロニクス事業における収益性の改善、そし
て、セラミックス技術の先進性の強化による次の成長を担
う新製品の早期開発と新規事業の早期立ち上げです。

当社グループは、「技術の先進性」、「スピード重視」、「現
場重視」、「人材育成」、「全員参加のCSR」の5つを基本方
針に、これらの課題に対処いたします。このような活動を
通じて持続的な成長を実現することにより、更なる企業価
値の向上を図り、資本効率重視、株主重視の経営に継続し
て当社グループ一丸となって取り組んでまいります。
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。

2012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

懸垂がいし

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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当事業の売上高は、558億76百万円と前期に比
べて3.8%増加しました。
がいしは円高の影響に加えて国内及び中国市場で

の需要が低迷していることから前期比で減収となり
ました。NAS®電池は火災事故の影響による生産中
断などにより売上高は低迷しました。

当事業の売上高は、1,339億38百万円と前期に
比べて7.8%増加しました。
自動車関連製品は円高や震災影響があったもの

の、新興国や米国での乗用車販売が堅調だったほか、
欧米や新興国でトラック販売が増加したことによる需
要の増加などにより、コージェライト製DPFや触媒
用セラミックス担体（大型ハニセラム）を中心に増収

当事業の売上高は、582億23百万円と前期に比
べて5.7%減少しました。
ベリリウム銅製品は円高影響や市況の悪化などに

より減収となったほか、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震災による
影響で減収となりました。半導体製造装置用セラ
ミックス製品は事業買収による増収要因があった一

営業損益は、がいし・NAS®電池がともに損失を
計上し、合計では121億94百万円の営業損失（前連
結会計年度は80億96百万円の営業損失）となりま
した。

となりました。産業機器関連製品はリチウム電池向
け焼成炉などの需要が伸張して増収となりました。
営業利益は、自動車関連製品の売上高が増加した

ことや生産性の向上もあり、円高影響や新拠点立ち
上げ費用などを吸収して、前期比7.2%増の333億
11百万円となりました。

方で、半導体製造装置市況の悪化や円高影響など
により減収となりました。また連結子会社の双信電
機株式会社グループにおきましては、情報通信イン
フラ向けの需要が低調で減収となりました。
営業利益は、売上高の減少や円高影響などによ

り、前期比45.8%減の48億93百万円となりました。
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2011年度のトピックス

当社は、プロジェクターや自動車ヘッドランプなどに

用いる超高輝度LED光源向けの窒化ガリウム（GaN）単

結晶ウエハーを開発しました。

今回開発に成功したGaNウエハーは、当社独自の液

相成長法により作製されており、従来実現できなかっ

た、ウエハー全面にわたる低欠陥密度と無色透明の両

立が達成されています。

このGaNウエハーを基板として用いることにより、市

販品の2倍の発光効率（200ルーメン／W）をもつ、超

トピックス 1 超高輝度LED光源用の窒化ガリウムウエハーを開発

高輝度LED光源を実現できます。

今後は、LED光源市場向けに、液相成長法では世界

初となる直径4インチのGaNウエハーのサンプル出荷

を今年中にスタートさせるとともに、成長が期待されて

いるハイブリッド車や電気自動車のインバーター用パ

ワーデバイス市場などもターゲットに入れ、基板として

のウエハーの一層の高性能化と大口径化（直径6イン

チ）の実現に向け、開発を加速させていきます。

超高輝度LED光源用窒化ガリウムウエハー（左：2インチ、右：4インチ）。

当社が開発したGaNウエハーを基板として用い
たLED素子（発光試験中。素子サイズ0.3mm角）
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ポーランドにディーゼル車排ガス浄化用「大型ハニセラム」の新工場を建設トピックス 2

大型ハニセラムを生産するACP新工場の完成予想図

ハニセラム（左）と大型ハニセラム（右）。
大型ハニセラムは、トラックやバスなどのディーゼルエンジン排ガス中に
含まれる粒子状物質（PM）を除去する酸化触媒や、NOxを除去するSCR
触媒（選択還元触媒）の担体として使用されます。

当社は、ポーランドの製造子会社であるNGKセラミッ

クスポーランド（ACP）にディーゼル車排ガス浄化用大

型触媒担体「大型ハニセラム」の新工場を建設するとと

もに、ACPにおける炭化ケイ素（SiC）製ディーゼル・パ

ティキュレート・フィルター（DPF）の生産設備の増強を

推進することを決定しました。

ACPに新設する大型ハニセラム工場は、乗用車用

SiC製DPFの既存工場に隣接する用地に建設し、生産

能力は標準品換算で120万個（ハニセラム換算で800

万個）の計画で、2014年1月からの生産開始を予定して

います。また、ACPのSiC製DPFの生産設備を一部増

強し、生産能力を2013年度までに現在より約20%引

き上げる予定です。

世界的なディーゼル車排ガス規制の強化や新興国を中

心とした自動車販売台数の増加などにより、今後も排ガ

ス浄化用セラミックスの需要拡大が見込まれています。

当社は、このような需要拡大の機会を確実に取り込む

ため、各地域や各製品の需要動向に合わせて国内外の

6拠点で積極的な設備投資を実施し、最適生産分担によ

る効率的な安定供給体制の構築に取り組みます。
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要約財務諸表（連結）

貸借対照表
科目

2010年度末
（2011年3月31日現在）

2011年度末
（2012年3月31日現在）

（資産の部）

流動資産 241,682 283,003

　現金及び預金 49,177 47,595

　受取手形及び売掛金 50,080 55,383

　有価証券 42,037 68,530

　たな卸資産 81,925 79,257

　その他 18,587 32,346

　貸倒引当金 △127 △111

固定資産 238,110 240,210

　有形固定資産 137,229 135,444

　　建物及び構築物 48,179 49,821

　　機械装置及び運搬具 46,812 46,322

　　土地 21,281 21,096

　　その他 20,956 18,203

　無形固定資産 2,657 3,513

　投資その他の資産 98,223 101,252

　　投資有価証券 72,293 77,862

　　その他 26,146 23,604

　　貸倒引当金 △218 216

資産合計 479,793 523,213

（単位：百万円未満切捨）

科目
2010年度末

（2011年3月31日現在）
2011年度末

（2012年3月31日現在）

（負債の部）
流動負債 72,601 112,479
　支払手形及び買掛金 23,330 24,402
　短期借入金 5,121 4,735
　一年以内返済予定の長期借入金 10,107 8,000
　NAS®電池安全対策引当金 ― 42,334
　その他 34,040 33,005

固定負債 83,246 146,290
　社債 20,000 20,000
　長期借入金 34,000 98,701
　繰延税金負債 7,135 6,851
　退職給付引当金 16,162 16,465
　製品保証引当金 2,029 658
　その他 3,918 3,614

負債合計 155,848 258,769

（純資産の部）
株主資本 341,399 299,258
　資本金 69,849 69,849
　資本剰余金 85,136 85,138
　利益剰余金 200,829 158,683
　自己株式 △14,415 △14,412

その他の包括利益累計額 △34,322 △45,250
　その他有価証券評価差額金 4,826 4,479
　繰延ヘッジ損益 32 34
　為替換算調整勘定 △37,525 △47,727

　 在外子会社の退職給付 
 債務等調整額 △1,655 △2,036

新株予約権 698 741
少数株主持分 16,169 9,694

純資産合計 323,945 264,443

負債純資産合計 479,793 523,213
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貸借対照表
資産の部：流動資産は、有価証券や繰延税金資産が増加したことなどに
より増加しました。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、今後発生が予想されるNAS®電池の安全対策費
用を引当金として計上したことなどにより増加しました。固定負債は、長
期借入金が増加したことなどから増加しました。
純資産の部：純資産は、NAS®電池安全対策費用を特別損失に計上した
ことや移転価格税制に基づく過年度法人税等を計上したことなどによる
利益剰余金の大幅な減少や為替換算調整勘定の減少などにより減少しま
した。

損益計算書
売上高は、電力関連事業はがいしが円高影響や国内及び中国市場の低迷
から減収となったほか、NAS®電池も火災事故の影響による生産中断な
どにより低迷しましたが、前期との比較においては増収となりました。セ
ラミックス事業では、新興国や米国での乗用車販売が堅調だったほか、
欧米や新興国でトラック販売が増加したことなどにより、コージェライト
製DPFや触媒用セラミックス担体を中心に需要が堅調に推移し、前期比
で増収となりました。エレクトロニクス事業は、ベリリウム銅製品、半導体
製造装置用セラミックス製品の円高影響や市況悪化、インクジェットプリ

損益計算書 （単位：百万円未満切捨）

2010年度 2011年度

科目
 2010年4月 1 日から 
 （2011年3月31日まで） 2011年4月 1 日から 

 （2012年3月31日まで）
売上高 239,363 247,818
　売上原価 160,804 171,777
　販売費及び一般管理費 46,456 49,986

営業利益 32,102 26,054
　営業外収益 5,020 5,358
　営業外費用 4,451 2,742

経常利益 32,671 28,670
　特別利益 42 4,250
　特別損失 2,286 65,389

税金等調整前当期純利益 30,427 △32,468
　法人税、住民税及び事業税 7,846 4,317
　過年度法人税等 ― 7,754
　法人税等調整額 △2,586 △9,720
　少数株主利益 738 789

当期純利益 24,428 △35,608

キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円未満切捨）

2010年度 2011年度

科目
 2010年4月 1 日から 
 （2011年3月31日まで） 2011年4月 1 日から 

 （2012年3月31日まで）
営業活動によるキャッシュ・フロー 36,650 13,850
投資活動によるキャッシュ・フロー △17,886 △45,438
財務活動によるキャッシュ・フロー △5,146 56,608

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,985 △2,904
現金及び現金同等物の増加（減少）額 9,631 22,116
連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増加（減少）額 7 28
現金及び現金同等物の期首残高 53,364 63,003

現金及び現金同等物の期末残高 63,003 85,148

ンター用圧電マイクロアクチュエーターの震災影響による需要減などか
ら、前期比で減収となりました。これらの結果、合計では自動車関連製品
の増収寄与が大きく前期比増収となりました。
利益面では、自動車関連製品を中心にセラミックス事業で増益となった
ものの、電力関連事業の営業損失が拡大、エレクトロニクス事業で減益と
なったことから、営業利益、経常利益は前期と比べて減益となりました。
また、当期純損益はNAS®電池の安全対策費用を特別損失に計上したこ
とや、移転価格税制に基づく過年度法人税等を計上したことなどにより、
当期純損失となりました。

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、税金等調整前当期純利益が減少し
たほか、移転価格税制に伴う過年度法人税等もあり、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、排ガス浄化用触媒担体を製造する
石川工場やメキシコ、中国をはじめとする海外子会社におけるディーゼ
ル関連製品の設備投資や定期預金の増加などにより、前期と比較し支出
が増加しました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入により、前
期と比較し収入が増加しました。

POINT
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株式情報 （2012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 32,328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） 31,228 9.56

日本トラスティ・サービス信託銀行 
 株式会社（信託口） 24,479 7.49

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 6,405 1.96

日本生命保険相互会社 5,391 1.65

ステート ストリート バンク アンド  
 トラスト カンパニー 3,907 1.19

セイコーエプソン株式会社 3,757 1.15

三菱UFJ信託銀行株式会社 3,383 1.03
（注） 1. 当社は、自己株式11,043千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（11,043,028

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、2011年7月15日
付で大量保有報告書に係る変更報告書の写しの提出があり、2011年
7月8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 23,208 6.88
三菱UFJ投信株式会社 1,841 0.55
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 
 株式会社 1,142 0.34

エム・ユー投資顧問株式会社 2,251 0.67
計 38,735 11.48

中央三井アセット信託銀行株式会社から、三井住友トラスト・ホールディングス
株式会社名にて、2012年3月6日付で大量保有報告書に係る変更報告書の写
しの提出があり、2012年2月29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 
（%）

住友信託銀行株式会社 4,825 1.43
中央三井アセット信託銀行株式会社 3,815 1.13
中央三井アセットマネジメント株式会社 622 0.18
日興アセットマネジメント株式会社 3,955 1.17

計 13,217 3.92

・ 住友信託銀行株式会社及び中央三井アセット信託銀行株式会社は、2012年
4月1日をもって中央三井信託銀行株式会社と合併し、「三井住友信託銀行
株式会社」となりました。
・ 中央三井アセットマネジメント株式会社は、2012年4月1日をもって住信ア
セットマネジメント株式会社と合併し、「三井住友トラスト・アセットマネジメン
ト株式会社」となりました。

③株式分布状況

株主数
32,328名

金融機関
170,860千株
（50.6％）

国内法人
23,718千株
（7.0%）

株式数
337,560千株

個人・その他
31,286名
（96.8％）

金融機関
167名

（0.5％）

国内法人
482名
（1.5％）

個人・その他
69,016千株
（20.5%）

外国人
73,966千株
（21.9%）

外国人
393名
（1.2％）

④株価の推移

■ 当社株価　■□ 出来高

0

50,000

100,000

2011年 2012年

1,600

1,200

800

400

0

株価（円） 出来高（千株）

321121110987654

高値
安値
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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

役員 （2012年6月28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 岩崎　良平
 取締役 𠮷村亜東司
 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 （2012年6月28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 岩崎　良平
 常務執行役員 宝池　隆史
 常務執行役員 大島　　卓
 常務執行役員 蟹江　浩嗣
 執行役員 阪井　博明
 執行役員 齋藤　英明
 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 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
 執行役員 手嶌　孝弥
 執行役員 松田　　敦

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、日本経済新聞及び名古屋市にお
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


