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株主のみなさまには平素から
格別のご高配を賜り、厚くお礼
申し上げます。

当社グループの第156期第
２四半期連結累計期間（2021年
4月1日から2021年9月30日ま
で）の事業概況を謹んでご報告
申し上げます。

当第２四半期連結累計期間に
おける日本経済は、新型コロナ
ウイルス感染拡大による緊急事
態宣言の発令が長期に亘ったも

のの、ワクチンの普及により経済活動の再開が進み景気の持ち直
しが見られました。海外では、ワクチン接種が相対的に進んでい
る欧米先進国では活動制限の緩和が進み景気は回復傾向で推移
しましたが、未だコロナ変異株に伴う感染症の影響は大きく、世
界的な半導体不足、資材・エネルギー価格の上昇、中国経済の減
速、先進国も含めた感染再拡大懸念など不透明な状況が継続して
おります。

当社グループにおきましては、エネルギーインフラ事業では、
国内のがいし需要の低迷は当面継続するものの、価格改定効果
などにより増収となりました。セラミックス事業では、世界的な自
動車市況の回復を背景に自動車関連製品の出荷が大幅に増加し
ました。エレクトロニクス事業では、ベリリウム銅展伸材やハード
ディスクドライブ（ＨＤＤ）用圧電マイクロアクチュエーターの需要
が増加したものの、双信電機株式会社グループを連結範囲から
除外した影響により、全体では減収となりました。プロセステクノ
ロジー事業では、半導体市場の拡大により半導体製造装置用製品
の物量が増加しました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同
期比28.3％増の2,501億59百万円となりました。利益面では、
セラミックス事業の売上高の増加に加え、為替円安効果などによ
り、営業利益は前年同期比296.8％増の459億25百万円、経常
利益は同259.3％増の439億5百万円、親会社株主に帰属する四
半期純利益は同339.7％増の319億50百万円となりました。

通期の業績につきましては、デジタル化の進展によるエレクト
ロニクス関連、半導体製造装置用製品の需要が増加していること
などにより、売上高は前期比13.9％増の5,150億円、営業利益は
前期比63.3％増の830億円、経常利益は54.7％増の820億円を
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見込んでおります。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、
前期比55.9％増の600億円の見通しで第2四半期決算について
は売上・利益ともに過去最高を更新、通期見通しも過去最高を見
込んでおります。

当期の中間配当金につきましては前期末20円から10円増配の
１株あたり30円とさせていただきます。また、期末配当につきま
しても、現時点で30円とし、当期は過去最高の年間60円を予定
しております。

世界的な半導体不足や資材・エネルギー価格の上昇など下期
の事業環境は不透明な状況が継続しておりますが、期初に掲げた
以下の重点課題について取り組み、グローバルに成長し続ける企
業を目指してまいります。

１） ESG経営の推進
２） 既存事業の収益力強化と新製品・新規事業の創出
また、2021年4月に公表した「ＮＧＫグループビジョンRoad to 

2050」では、2050年に向けた社会変化を見据え、自然環境と人間
が共生する「カーボンニュートラル」、安全で便利・快適で健康に暮
らせる「デジタル社会」関連を注力分野と位置づけており、将来有
望な開発テーマに重点的に経営資源を投じ、新製品開発・新規事
業推進に取り組んでおります。

当社グループは、こうした取り組みを通じて経営基盤のさらなる
強化に努め、独自のセラミック技術で社会の期待を超える製品を提
供し、持続可能な未来のために成長し続けてまいります。株主の
みなさまにおかれましては、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。

2021年12月　　　　　　　　 取締役社長
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当社は、海外拠点で使用する電力の全量を、2025年度までに再生可能エネ
ルギー由来に切り替える方針です。主力生産地の欧州から切り替えを開始し、
2022年1月までに欧州のすべての生産拠点の電力をグリーン化します。2025
年度時点でNGKグループの使用電力の約6割が再生可能エネルギー由来と
なる見込みで、年間約33万トンの二酸化炭素（CO２）の削減に貢献します。

エレクトロニクス事業

プロセステクノロジー事業

エネルギーインフラ事業

セラミックス事業

2021年度
第2四半期

2020年度
第2四半期

（億円） （億円）
前年同期比

事業別営業概況

202 194 +4%売上高

△9 △23 –営業利益

売上高は、前年同期比4.1％増の202
億39百万円。がいしで費用削減・価格改
定効果により赤字縮小。営業損益は9億
30百万円の営業損失（前年同期は22億
80百万円の営業損失）。

売上高は前年同期比4.1％減の257億 
1百万円。双信電機グループが連結除外
となった影響や、収益認識基準の変更等
もあり減収。HDD用圧電素子や金属製品
の 需 要 増 により増 益。営 業 利 益 は 同
365.1％増の30億5百万円。

売上高は前年同期比12.1％増の581
億60百万円。好調なファウンドリ投資を
背景に半導体製造装置用製品の需要が増
加。営 業 利 益 は 同7.9％増 の70億69
百万円。

売 上 高 は、前 年 同 期 比50.1％増 の
1,475億64百万円。乗用車・トラック販売
回復を背景に自動車関連製品の需要が拡
大し、増収・増益。営業利益は同453.6％
増の367億77百万円。 1,476 +50%983

368 66 +454%

売上高

営業利益

257 268 △4%

30 6 +365%

売上高

営業利益

582 519 +12%

71 66 +8%

売上高

営業利益

トピックス

2025年度までに海外拠点の全電力を再エネ由来に切り替え方針
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四半期連結貸借対照表 （2021年9月30日現在）

四半期連結損益計算書 （2021年4月1日から2021年9月30日まで）
（単位：百万円）

科目 金額
売上高 250,159

売上原価 166,340
売上総利益 83,819

販売費及び一般管理費 37,893
営業利益 45,925

営業外収益 2,065
営業外費用 4,086

経常利益 43,905
特別利益 1,439
特別損失 220

税金等調整前四半期純利益 45,125
法人税、住民税及び事業税 13,673
法人税等調整額 △690

四半期純利益 32,142
非支配株主に帰属する四半期純利益 192

親会社株主に帰属する四半期純利益 31,950
（百万円未満切捨）

資産の部
科目 金額

流動資産 458,842

現金及び預金 127,489

受取手形、売掛金及び契約資産 112,682

有価証券 38,089

たな卸資産 164,293

その他 16,407

貸倒引当金 △120

固定資産 442,162

有形固定資産 364,606

建物及び構築物（純額） 117,629

機械装置及び運搬具（純額） 179,199

その他（純額） 67,777

無形固定資産 5,478

投資その他の資産 72,077

投資有価証券 58,318

その他 14,088

貸倒引当金 △329

資産合計 901,005

（単位：百万円）
負債の部

科目 金額
流動負債 133,922

支払手形及び買掛金 38,698
短期借入金 7,412
1年内返済予定の長期借入金 26,919
未払法人税等 14,746
NAS電池安全対策引当金 1,042
その他 45,102

固定負債 231,737
社債 25,000
長期借入金 178,441
退職給付に係る負債 22,103
その他 6,191

負債合計 365,659
純資産の部

株主資本 515,707
資本金 69,849
資本剰余金 70,199
利益剰余金 386,666
自己株式 △11,007

その他の包括利益累計額 13,425
その他有価証券評価差額金 18,178
繰延ヘッジ損益 △469
為替換算調整勘定 △1,256
退職給付に係る調整累計額 △3,027

新株予約権 991
非支配株主持分 5,221
純資産合計 535,345
負債純資産合計 901,005

（百万円未満切捨）

要約財務諸表（連結）



株式情報 （2021 年9 月30 日現在）
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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） 53,413 17.14
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 25,265 8.10
明治安田生命保険相互会社 21,695 6.96
第一生命保険株式会社 21,457 6.88
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 7,204 2.31
全国共済農業協同組合連合会 7,029 2.25
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 4,387 1.40
株式会社日本カストディ銀行（信託口7） 4,261 1.36
ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ ＣＬＩＥＮＴ －  
ＴＲＥＡＴＹ ５０５２３４ 4,038 1.29

ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５７８１ 3,287 1.05
（注）  1.当社は、自己株式5,602千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（5,602,939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。

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 317,211,996株
株主数 46,293名

株式数
317,211千株

金融機関
179,995千株

（56.8%）

国内法人
16,820千株

（5.3%）

個人・その他
46,665千株

（14.7%）

外国法人等
73,731千株

（23.2%）

■ 当社株価　■□ 出来高　

株価の推移
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会社情報 （2021 年9 月30 日現在）
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役員 *は代表取締役

* 取締役会長 大島　　卓
* 取締役社長 小林　　茂
* 取締役副社長 蟹江　浩嗣
* 取締役副社長 丹羽　智明
 取締役 岩崎　良平
 取締役 神藤　英明

 取締役（社外） 蒲野　宏之
 取締役（社外） 浜田恵美子
 取締役（社外） 古川　一夫
 常勤監査役 佐治　信光
 常勤監査役 島﨑　　毅
 監査役（社外） 伊藤　純一
 監査役（社外） 坂口　正芳

会社概要
表記社名 日本ガイシ株式会社
商号 日本碍子株式会社

NGK INSULATORS, LTD.
代表者 代表取締役会長 大島　　卓

代表取締役社長 小林　　茂
代表取締役副社長 蟹江　浩嗣
代表取締役副社長 丹羽　智明

設立 1919年（大正8年）5月5日
資本金 69,849百万円

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
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
TEL: 0120-232-711（通話料無料） （平日 9:00-17:00）

公告方法 電子公告により当社ホームページ（https://www.ngk.co.jp/ir/
koukoku）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。

執行役員 *は取締役を兼務

* 社長 小林　　茂
* 副社長 蟹江　浩嗣
* 副社長 丹羽　智明
* 専務執行役員 岩崎　良平
* 常務執行役員 神藤　英明
 専務執行役員 石川　修平
 専務執行役員 松田　　敦
 常務執行役員 七瀧　　努
 常務執行役員 森　　　潤
 常務執行役員 倉知　　寛
 常務執行役員 松田　弘人
 常務執行役員 山田　忠明
 常務執行役員 加藤　　明

 執行役員 井上　昌信
 執行役員 加藤　宏治
 執行役員 宮嶋　　敦
 執行役員 篠原　宏行
 執行役員 大和田　巌
 執行役員 市岡　立美
 執行役員 石原　　亮
 執行役員 稲垣　真弓
 執行役員 坂本　浩文
 執行役員 清水　秀樹
 執行役員 多田　和史
 執行役員 武田　龍悟
 執行役員 デイビッド ミラー
 執行役員 大西　孝生



2021年度中間報告書
2021年4月1日から2021年9月30日まで

（第156期）

証券コード：5333株主のみなさまへ

© NGK-kero/dwarf

中間報告 _w100×w200

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い合せください。

お手続き、ご照会の内容 お問い合せ先

・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

東京都府中市日鋼町1-1
電話 0120-232-711（通話料無料）

郵送先 
〒137-8081  
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　 
証券代行部

・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い合せ

株
主
名
簿
管
理
人

手続き用紙のご請求方法
□ インターネットによるダウンロード
https://www.tr.mufg.jp/daikou/

* 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
　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い合せください。

お手続き、ご照会の内容 お問い合せ先

・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い合せ

株
主
名
簿
管
理
人

三菱UFJ信託銀行株式会社 
証券代行部

東京都府中市日鋼町1-1　
電話 0120-232-711（通話料無料）

郵送先 
〒137-8081  
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　 
証券代行部

・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 
お問い合せください。

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

株式に関するお手続きについて

野村IR資産運用フェア2022に出展いたします。
日 時 ： 2０２2年１月7日（金）・8日（土） 
 ※開催終了後～１月３１日(月)迄のオンデマンド動画配信、資料等の公開
会 場 ： イベント特設サイト（オンライン開催）

お知らせ


