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会社概要 

（日新電機グループの統一ブランドマークです） 

会 社 名 

Nissin Electric Co., Ltd. 

本 社 所 在 地 京都市右京区梅津高畝町47番地 

創 立 1917年（大正6年）4月11日 

資 本 金 102億5,284万円 

従 業 員 数 4,971人（2013年3月末時点、連結） 

建 設 業 許 可 国土交通大臣許可（特-24）第1882号 

発行済株式総数 1億783万株 

株 式 コ ー ド 6641（東証1部上場） 

グループマーク 
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企業理念 

企業理念と5つの信頼 

社業遂行の基本姿勢と不変の事業精神を集約 
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1910年（明治43年） 富澤信 日新工業社を創業 

1917年（大正6年） 日新電機株式会社創立 

1937年（昭和12年） 住友電気工業株式会社と提携開始 

現在の場所（梅津）へ本社工場建設 

1945年（昭和20年） 住友電気工業株式会社よりコンデンサ製造を引き継ぎ、 コンデンサ事業に進出 

1957年（昭和32年） 電子線照射装置（EPS）の開発着手 

1963年（昭和38年） 前橋製作所を開設 

1987年（昭和62年） タイに日新電機タイ株式会社を設立 

1995年（平成7年） 中国に無錫日新電機有限公司を設立 

2007年（平成19年） 住友電気工業株式会社の子会社となる 

沿革 

社名「日新」の由来 
「日新」という社名の由来は、中国の古典である四書の一つ「大学」に記された、殷王朝（紀元前17～11世紀）の創始者である湯王が

使っていた盤（洗面器）の銘文にあります。 

名高い聖天子であった湯王は、毎朝使う洗面器に「苟に日に新にせば、日日に新に。又日に新なり」と刻み、自らを戒めました。 

これは、一日自分を新しくすることに努力した後は、次の一日一日も新たにし、さらに毎日新たにしていく―つまり、「少しでも新しくしよ

うとする努力を、途切れなく続けなくてはいけない」という意味が込められています。 

この精神に則って日々独創的な技術を生み出し、人と技術の未来をひらくことを志し、「日新」と名づけられました。 
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名古屋 東京 

前橋 

大阪 

京都 

沖縄 

福岡 
高松 

広島 

仙台 

札幌 

滋賀 

九州支店 

沖縄支店 

中国支店 

四国支店 

東北支店 

北海道支店 

関西支社 

東京支社 

前橋製作所（前橋市） 

滋賀事業所 

中部支社 

九条工場（京都市南区） 

本社工場（京都市右京区） 

国内工場・営業拠点 

久世工場（京都市南区） 

日新イオン機器株式会社（滋賀県甲賀市） 
滋賀事業所・プラズマ技術開発センター 
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国内・外グループ会社（2014年1月末時点） 

※各社の主力事業に色付けしています 

 ●生産会社 

 ▲サービスなどの会社 

 ■研究拠点 

●▲電力機器 

●▲ビーム・真空応用 

●▲新エネルギー・環境 

●▲ライフサイクルエンジニアリング 

●日新恒通電気有限公司 
●日新高性能塗層（瀋陽）有限公司 
●北京宏達日新電機有限公司 
●日新高性能塗層（天津）有限公司 
●日新意旺高科技（揚州）有限公司 
●日新電機（無錫）有限公司 
●日新（無錫）機電有限公司 
▲日亜意旺机械（上海）有限公司 
●日新馳威輻照技術（上海）有限公司 
●日新高技電機（東莞）有限公司 

●Arteche Nissin, Sociedad Limitada 

●Nissin Advanced Coating 
         Indo Co., Ltd. 

▲日新イオン機器株式会社 シンガポール支店 

●日新電機タイ株式会社 

●日新電機ベトナム有限会社 

●日亜電機股份有限公司 
▲日亜聯合離子機器股份有限公司 

▲韓国日新イオン株式会社 

●NHV アメリカ社 
■Nissin Ion Equipment USA, Inc. 

Massachusetts R&D Center 

▲Nissin Ion Equipment USA, Inc. 
   Texas Customer Service Center 

●株式会社NHVコーポレーション 
●日新イオン機器株式会社 
●株式会社日新システムズ 
▲株式会社日新ビジネスプロモート 
●日本アイ・ティ・エフ株式会社 
▲日新電機商事株式会社 
●日新パルス電子株式会社 

国内：7社 

海外：21拠点 
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超高圧変電所 一次変電所 
工 場 

鉄 道 

オフィスビル 

上下水道 住 宅 

高速自動車道等 

スマートフォン モバイル端末 自動車 

新エネルギー 

66/77kV ガス絶縁 
開閉装置 
XAE7(室内型) 

製品展開マップ 
社会・産業の基盤である「電気」を扱う企業として「安全」「安定」「効率」を追求しています。 

154kV ガス絶縁 
開閉装置 

分路リアクトル コンデンサ設備 

コンデンサ形 
計器用変圧器 

水処理集中監視 
制御システム 

薄膜コーティング 
サービス 

高速自動車道 
監視制御システム 

車両ナンバ読取装置 太陽光発電システム 
22/33kV スポット 
ネットワーク受変電設備 

薄型 スイッチギヤ 

66/77kV 油入変圧器 

コントロールセンタ 

電子線照射装置 

太陽光発電用 
パワーコンディショナ 

瞬時電圧低下 
対策装置 

ユニット形 
コンデンサ装置 

薄膜コーティング装置 

22kV ガス絶縁 
開閉装置 XAE2 

FPD製造用 
イオン注入装置 

半導体製造用 
イオン注入装置 

66/77kV ガス絶縁 
開閉装置XAE7 

単独運転検出装置 

550kV コンデンサ形 
計器用変圧器 

並列コンデンサ 

高調波抑制装置 地絡保護用
放電装置 

ME化配電盤 

高圧スイッチギヤ 

HEMS 

静止形 
無効電力補償装置 

新エネルギー・環境事業  

電力機器事業  

ライフサイクルエンジニアリング事業  

ビーム・真空応用事業  

発
電
所 

66/77kV 高調波 
フィルタ設備 

日新電機グループは、電力エネルギー関連の設備を中心に、豊かな社会・産業基盤を
支える製品・サービスを提供しています。 
創立以来、百年近い歴史の中で培ってきた、高電圧技術・真空技術・監視制御技術など
を駆使して、世の中になくてはならない製品・技術を創造し続けます。 
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中長期計画「ビジョン2015」 

海外売上高比率 
    2010年度       2015年度 

        34％   →    約50％ 

連結売上高 連結営業利益 連結ROA 1株当たり配当 

1500億円 120億円 8％以上 年15円以上 

2015年度の数値目標 
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売上高と営業利益の推移 
（億円） 

電力機器 

ライフサイクル 

エンジニアリング 

新エネルギー 

・環境 

ビーム・真空応用 

営業利益率     8.3%          7.6%          6.9%         8.2%                      8.0%                            
ROA         7.1%          6.9%          6.1%         7.3%                      8.0%以上 
海外売上高      34%           35%           28%          35%                      50% 
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2011年度  2012年度  

４６２億円  売上高：４６０億円  

電力機器：売上高と営業利益 

４２０億円  

2013年度予想  

営業利益：３７億円  ３５億円  ３０億円  

海外 

国内 

 国内の電力会社向けが減少 

 ASEAN向けが増加 
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(出典：平成25年10月28日付 電気日日新聞) 

特別高圧（66/77kV級） 縮小形変電所 受注残  
8年連続で 国内 トップシェアを維持 

平成２５年９月末時点 

「コンパクト化の日新」として世界最小クラスのガス絶縁開閉装置の開発・投入 

66/77kV級 縮小形変電所に使用される 
ガス絶縁開閉装置 (XAE7) 

電力機器：8年連続トップシェア 

 当  社 

３９.１％ 
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電力機器：日本の直流連系プロジェクト 

佐久間周波数変換所 

新信濃周波数変換所 

上北変換所 

紀北変換所 

南福光連系所 

:50Hz 地区 

:60Hz 地区 

函館変換所 

紀伊水道 

直流連系設備 

北海道本州 

直流連系設備 

東清水周波数変換所 

阿南変換所 

２０１５年度より、東京中部間連系および新北本連系プロジェクトが開始される 

全てのサイトに 

日新電機が 

交流フィルタを
納入 
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２５１億円  

ビーム・真空応用：売上高と営業利益 

2011年度  2012年度  2013年度予想  

２６０億円  
２２５億円  

２４億円  ２０億円  ２４億円  

国内 

海外 

 FPD用イオン注入装置が増加 

 電子線照射装置が増加  
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ビーム・真空応用：FPD 

● 高精細・中小型ＦＰＤ（フラットパネルディスプレイ）用 イオン注入装置 

   世界シェア約８割の圧倒的なシェアを維持 

スマートフォン タブレット端末 

 ２０１３年３月に開所式を開催・操業スタート 

● 日新意旺高科技（揚州）有限公司 
ニッシンイオウコウカギ  ヨウシュウ ユウゲンコンス 
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９９億円 

新エネルギー・環境：売上高と営業利益 

2011年度  2012年度 2013年度予想  

１４８億円 

２３０億円 

９億円 
３３億円 

３億円 国内 

海外 

太陽光発電用パワーコンディショナが大幅に増加  
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新エネルギー・環境：太陽光発電用設備 

● 太陽光発電用パワーコンディショナ 

  ・日本で2012年7月から再生可能エネルギーの全量固定価格 買取制度が開始 

● 太陽光発電システム  

売上急拡大し、12年度：67億円⇒13年度：140億円見込み 

250kW/500kW屋外形パワーコンディショナ 
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１９３億円  

LCE：売上高と営業利益 

１９８億円  
１９０億円  

2011年度  2012年度  2013年度予想  

３５億円  ２７億円  

海外 

国内 

高採算、安定成長 

２４億円  
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LCE：グローバル展開 

全ての事業セグメントの製品を対象にグローバルに成長 

ガス絶縁開閉装置の据付工事 受変電設備の定期点検 

海外（タイ）におけるお客様サポート 



19 

多様な電源導入，ベストミックス制御・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ エネルギーコストやCO２排出量の削減 

使用電力可視化と負荷制御・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 電力使用量の平準化、省エネ 

劣化診断による事故未然防止，更新時期の見える化  ・ ・事業継続リスク対策 

太陽光発電 

コージェネ発電 

劣化診断 

エネルギー管理システム（EMS） 

電力貯蔵電池 

前橋製作所SPSS 

京都本社 使用電力センサ 

研究開発： 
スマート電力供給システム（SPSS）の 
         事業化を目指し実証実験開始 
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資産    1,182億円 

  （前期比   ＋5%） 
負債     516億円 

  （前期比  ＋0%） 

流動資産  844億円 

 （前期比  ＋4%） 
借入金   4３億円 

 （前期比 △35%） 

純資産   665億円 

  （前期比  ＋9%） 

固定資産  338億円 

 （前期比  ＋7%） 

連結  貸借対照表（平成２５年３月期） 

自己資本比率：53.7％ 
実質無借金経営 
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配当性向と配当金の推移 

（円） （％） 

3.00 3.00 
4.00 

6.00 
7.00 7.00 

5.50 

9.00 9.00 
10.00 

12.00  

19.2  

13.3  

20.4  
21.2  

20.1  19.8  
21.0  21.2  

26.0  

32.0  

23.3  

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

（予定） 

一株当たりの配当金（円） 

配当性向（％） 

予想配当利回り：2.4% 
 

（2/14終値：513円） 
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当社株価チャート 

単元株数：1,000株 

（円） 

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 
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セグメント別の受注・売上高及び営業利益内訳 
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将来事象についての注意事項 

  本資料に記載されております売上高及び利益等の計画のうち、
過去または現在の事実に関するもの以外は、当社グループの各事
業に関する業界の動向についての見通しを含む経済状況、ならび
に為替レートの変動その他の業績に影響を与える要因について、
現時点で入手可能な情報をもとにした当社グループの仮定及び判
断に基づく見通しを前提としております。 
  従いまして、実際の売上高及び利益等と、本資料に記載されて
おります計画とは大きく異なる場合があることをご承知おき下さい。
なお、当社グループは、本資料及び本説明会の日付後において
も、将来予想に関する記述を更新して公表する義務を負うものでは
ありません。   


