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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 4,845人（2015年3月末現在、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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海外グループ会社（16社18拠点） 

 
●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 

◆韓国日新イオン株式会社 

●NHV America Inc. 
■Nissin Ion Equipment USA, Inc. 

Massachusetts R&D Center 

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

※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 （2016年3月現在） 

●Nissin Advanced Coating 
         Indo Co.,Private 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 
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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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３． 各セグメントの取り組み 
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電力機器事業 

交流フィルタ設備 

中国 智能化対応10kVユニット形コンデンサ装置 

77kV受変電設備 

中国 1,000kVガス絶縁計器用変圧器 

特高受変電設備で国内トップシェア  

1,000kV送電用で中国国内トップシェア 中国初の智能化対応コンデンサ 

国内電力用コンデンサで圧倒的シェア 
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・主なお客様：工場・ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ・鉄道・官公庁・ 

         国内電力会社・海外送配電会社など 
      
・主な取り組み： 

 ＜成長力強化＞ 

  ①電力の地域間融通拡大、電力システム改革などに伴う 

    需要の確実な獲得 

  ②ｽﾏｰﾄ電力供給ｼｽﾃﾑ(ＳＰＳＳ）など新製品によるシェア拡大 

  ③既設設備の更新需要の確実な獲得 

  ④中国での1,000kV送電関連市場での拡販 

  ⑤タイ・ベトナムでの生産能力増強とアセアンでの拡販 

 ＜収益力強化＞ 

  ①設計の標準化と業務革新 

  ②合理化投資の推進と徹底した原価低減 

  ③中国1,000kV送電関連製品による高収益確保 

電力機器事業    
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(出典：平成27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  
10年連続で 国内 トップシェアを維持 

平成２７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) 

 当  社 

３９.１％ 

電力機器事業 

1.8% 

3.1% 

5.3% 

12.2% 

14.1% 

16.2% 

日新電機 

４7.3% 
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SPSS®(Smart Power Supply Systems)の事業展開 
電力市場における大変化 

ネットワーク 

太陽光発電 

電  池 

省エネ・省電力 

エネルギーコストmin化 

電力の安定確保 

CO2排出量の削減 等 

ハードとソフトの融合による 
ソリューションを提供 

特高受変電 
サブ変 コジェネ 

SPSS-F(Factory) 

特高顧客 
 ・設備状態警報監視制御 

 ・電力デマンド監視 

 ・データ取集記録 

エネルギー管理システム 

予測・最適 

運用計画 

顧客ニーズ 
への対応 

新たな顧客ニーズ 

＝ 

電力機器事業 
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2013年度 

国内 

海外 

600億円 

512億円 485億円 505億円 

415億円 

473億円 

2013年度→2014年度 

受注：国内民需・ｱｾｱﾝ増、中国減 
売上：国内民需・中国・ｱｾｱﾝ増 

2014年度→2015年度予想 

受注：国内民需・電力・ｱｾｱﾝ増 
売上：国内民需・電力・ｱｾｱﾝ増 

電力機器事業    

 受注高 売上高  営業利益  受注高 売上高  営業利益  受注高 売上高  営業利益 
2014年度 2015年度予想 
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新エネルギー・環境事業 

京都市上下水道局  

730kW大規模太陽光発電設備 

特高用連系設備 

再生可能エネルギー発電用機器 

系統連系用機器 

逆潮流対策用コンデンサ形 

計器用変圧器（ＣＶＴ） 

水処理場 

中央監視装置 

単独運転 

検出装置 

660kW太陽光用パワーコンディショナ 
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・主なお客様：太陽光発電所、浄水場・下水処理場など 

 

・主な取り組み： 

 ＜成長力強化＞ 

  ①500/660kW機を中心にまだまだ需要が続くと見込 

    まれるパワコンの新製品投入による売上拡大 

  ②ＳＰＳＳｰWaterの拡販を中心とした水処理場向け 

    事業の拡大 

 ＜収益力強化＞ 

  ①設計の標準化と業務革新 

  ②パワコンの原価低減 

新エネルギー・環境事業 
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新エネルギー・環境事業 

重要負荷運転継続 

運転法案の見直し 

未利用資源活用 

創エネ 

省エネ 

蓄エネ 

水処理場向けSPSS-Water 
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新エネルギー・環境事業 

2014年度太陽光発電用パワーコンディショナ国内シェア（(株)富士経済調べ） 

太陽光発電用パワーコンディショナ SOLERPACK® シリーズ 

100kW 250kW 500kW 660kW 
（2015年5月発売） 

17.2% 

13.8% 

51.3% 

13.3% 

13.3% 
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国内 

海外 

220億円 
233億円 

222億円 230億円 211億円 

240億円 

2013年度→2014年度 

パワコン受注・売上とも増 
水処理売上増 

2014年度→2015年度予想 

パワコン受注・売上とも減 
水処理売上増  

新エネルギー・環境事業 

 受注高 売上高  営業利益  受注高 売上高  営業利益  受注高 売上高  営業利益 
2013年度 2014年度 2015年度予想 
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イオン注入装置（半導体製造用） 

電子線照射装置 

イオン注入装置（高精細・中小型 ＦＰＤ製造用） 

ビーム・真空応用事業    

圧倒的な世界シェア 

自動車タイヤ用世界実績No.１ 

薄膜コーティング事業 

ＤＬＣコーティングで 

国内トップグループ 
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・主なお客様：半導体・ＦＰＤﾒｰｶｰ（ｲｵﾝ注入装置）、ﾀｲﾔ・    

          電線ﾒｰｶｰ（電子線照射装置）、自動車・ 

          自動車部品ﾒｰｶｰ（薄膜ｺｰﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ）など 
     

・主な取り組み： 

 ＜成長力強化＞ 

  ①中国拠点を活用した中国市場・ｱｾｱﾝ市場への拡販 

    （ｲｵﾝ注入装置・電子線照射装置） 

  ②自動車向けを中心としたＤＬＣ膜の用途拡大 

    （薄膜ｺｰﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ） 

 ＜収益力強化＞ 

  ①中国拠点を活用した原価低減 

ビーム・真空応用事業    



22 

FPD製造用イオン注入装置 iG6 

8.4m 

3.9m 

13.9m 

おもにスマートフォン向けの高精細・高機能な画面表示に適した 
   ・低温ポリシリコンLCD（液晶ディスプレイ） 
 ・有機EL（エレクトロルミネッセンス）ディスプレイ 
に用いられるTFT（薄膜トランジスタ）の製造プロセスとして利用される。 

ビーム・真空応用事業    

FPD用ｲｵﾝ注入装置 
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国内 

海外 

360億円 

272億円 

202億円 
245億円 

280億円 

162億円 

    
2013年度→2014年度 

受注： FPD用ｲｵﾝ注入装置大幅増 
    電子線照射装置減 
売上： FPD用ｲｵﾝ注入装置大幅減 

    
2014年度→2015年度予想 

受注： FPD用ｲｵﾝ注入装置大幅増  
    半導体用ｲｵﾝ注入装置増 
売上： FPD用ｲｵﾝ注入装置大幅増 

ビーム・真空応用事業    

 受注高 売上高  営業利益  受注高 売上高  営業利益  受注高 売上高  営業利益 
2013年度 2014年度 2015年度予想 
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ライフサイクルエンジニアリング事業    

点検前に巡回診断を実施し不具合をフィードバック PCSの現地調整試験員・点検員研修用設備の設置 
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・主なお客様：全ての機器・装置事業のお客様 

 

・主な取り組み： 

 ＜成長力強化＞ 

  ①国内での大型修繕の拡大、更新需要の掘り起こし     

  ②海外での事業拡大 

  ③設備診断・計測データ解析に基づく設備の延命、 

    更新に係るソリューション事業の拡大 

 ＜収益力強化＞ 

  ①徹底した原価低減 

 

ライフサイクルエンジニアリング事業    
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国内 

海外 

220億円 216億円 
199億円 

220億円 

193億円 196億円 

2013年度→2014年度 

電力機器・環境・ﾋﾞｰﾑとも増加 

2014年度→2015年度予想 

電力機器の大型修繕案件増加 

 受注高 売上高  営業利益  受注高 売上高  営業利益  受注高 売上高  営業利益 
2013年度 2014年度 2015年度予想 

ライフサイクルエンジニアリング事業    
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２． ２０１５年度の見通し 
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2015年度の業績見通しサマリー  
■ 当社グループが関連する主要市場の動向 

  ・ 国内電力会社：投資抑制基調継続も修繕など一部に回復の動き 

  ・ 国内一般民需：工場の更新需要が高水準持続 

  ・ 海外電力機器：中国超高圧送電投資増加、タイ伸び悩み、ベトナム好調 

  ・ 新エネルギー ：パワコン需要は減少するも依然高水準 

  ・ 環境      ：水処理場向けスマート電力供給システム（ＳＰＳＳ）拡大 

  ・ ビーム真空応用：ＦＰＤ用イオン注入装置の投資は中国中心に急増 

       

■ 2015年度の業績は、受注・売上・利益のいずれも過去最高の予想 

   ・  受注高は、新ｴﾈﾙｷﾞｰ事業の減少を見込むも他の事業は増加（特にFPD用      

    イオン注入装置が大幅増）が見込まれ、前期比14%増の1,400億円 

   ・  売上高は、新ｴﾈﾙｷﾞｰ事業の減収を見込むも他の事業は増収（特にFPD用      

    イオン注入装置が大幅増）が見込まれ、前期比12%増の1,200億円 

   ・  営業利益は、新ｴﾈﾙｷﾞｰ事業の減益を見込むもビーム真空応用事業などの 

    増益により、前期比+21億円の110億円 
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2014年度 前期比

百万円 実　　績
３Ｑ
実績

４Ｑ
予想

年間
予想

増減

売 上 高 107,090 67,961 52,039 120,000 +12,910

営 業 利 益 8,929 4,203 6,797 11,000 +2,071

営 業 外 損 益 272 236 △ 236 0 △272

経 常 利 益 9,202 4,438 6,562 11,000 +1,798

特 別 損 益  △770 334 － － －

税 前 当 期 純 利 益 8,432 4,772 － － －

税・少数株主利益等 4,952 1,417 － － －

当 期 純 利 益 5,055 3,354 3,646 7,000 +1,945

受 注 高 123,306 － － 140,000 +16,694

受 注 残 高 88,334 － － 108,334 +20,000

2015年度

連結業績予想（損益計算書） 
2015年度は売上・利益とも過去最高を予想。 
売上高1,200億円、営業利益110億円、当期純利益70億円。 
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(%)は営業利益率 

2014年度  

実績 

2015年度  

予想 

(9.2%) 

110億円 

(8.3%) 

89億円 

減価償却費 

人件費 

原価低減他 

+22 

△6 

研究開発費 

+32 

△25 

価格低下 

△1 

売上増加 

2015年度の営業利益は、売値低下・人件費など固定費増加の影響を 
売上増や原価低減によりカバーし、+21億円の増益となる見込み。    

営業利益の増益要因（2014年度vs2015年度） 

△1 
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10年度実績 15年度目標 
売上高 営業利益 売上高 営業利益 

72億円 

1500億円 

904億円 

120億円 

ＲＯＡ（総資産営業利益率） 

6.9％ 8％以上 

収益戦略 あくなき原価低減 

「4×Globalのポートフォリオ」の構築 

体質改善 教育の充実,コラボレーションの徹底等 

成長戦略 

市場環境の変化 
があっても 

継続的に成長し続ける 
事業構造の構築 

 

15年度見通し 
売上高 営業利益 

110億円 電力機器 

ビーム・ 

真空応用 

ライフサイクル 

エンジニアリング 

新エネルギー 

・環境 

保守・点検 

修繕・工事 

新エネルギー 

水処理 

NHVC 
NIC／ITF 

受変電機器 

4×Globalのポートフォリオ 

8.5％ 

1200億円 

「ビジョン2015」の進捗状況   
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　資  産
　（前期比

458億円
△9%)

流動資産 　900億円
借入金
(前期比

　39億円
　　+12%）

　(前期比 　　+6%)

固定資産
 (前期比

　348億円
　　+2%）

791億円

　1,249億円
  　　 +5%)

負　債
  （前期比

純資産

　(前期比　 　　 +16%）

連結貸借対照表（平成27年3月期）  

自己資本比率：60.8％ 
実質無借金経営 
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（予定） 

 <平均 17.6％> 

 <平均 21.2％> 

 <平均 26.8％> 

 [配当金(円/1株)]  [配当性向(％)] 

ビジョン2010 

2014年度の年間配当金は、前期比１円増配の1株あたり１３円。 

2015年度は、前期に比べ年間で１株あたり２円増配の１５円を予定。 

ビジョン2015 

配当について 
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広報活動 

知名度と当社社員のモチベーション両方の向上を目的に広報活動実施 

新幹線京都駅上りホームの企業PR広告 

4つのポートフォリオをイメージした 
日経新聞1面突出し広告 

地元京都プロスポーツへの協賛  
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ソーラーカー乗車体験 

座学 

CSRの取組：小学生理科教室 

京都、前橋など当社拠点近隣の
小学校（4年生）を対象に理科教
室を開催。 
15年度は、18校で開催しました。 
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（単位：百万円）

13年度実績 14年度実績 15年度予想

受注高 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度
電力機器事業 24,744 23,721 48,465 24,464 26,694 51,158 23,819 36,181 60,000
ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 11,728 8,491 20,219 7,419 19,794 27,213 16,853 19,147 36,000
新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 9,321 12,850 22,171 12,311 11,034 23,345 11,823 10,177 22,000
ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 10,759 9,101 19,860 11,028 10,562 21,590 10,613 11,387 22,000
合計 56,554 54,162 110,716 55,222 68,084 123,306 63,110 76,890 140,000

売上高 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度
電力機器事業 18,594 22,873 41,467 19,401 27,881 47,282 19,040 31,460 50,500
ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 12,907 15,106 28,013 9,003 7,182 16,185 6,314 18,186 24,500
新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 8,891 12,180 21,071 8,659 15,374 24,033 9,030 13,970 23,000
ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 7,109 12,201 19,310 7,292 12,296 19,588 8,276 13,724 22,000
合計 47,503 62,360 109,863 44,357 62,733 107,090 42,662 77,338 120,000

営業利益 上期 下期 年度 上期 下期 年度 上期 下期 年度
電力機器事業 290 2,946 3,236 217 4,153 4,370 583 3,917 4,500
ﾋﾞｰﾑ･真空応用事業 1,521 1,086 2,607 762 ▲ 200 562 ▲ 695 2,695 2,000
新ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境事業 715 2,273 2,988 592 3,124 3,716 910 2,590 3,500
ﾗｲﾌｻｲｸﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業 677 2,221 2,898 491 2,161 2,652 882 2,118 3,000
全社費用 ▲ 211 ▲ 2,200 ▲ 2,411 ▲ 638 ▲ 1,734 ▲ 2,372 259 ▲ 2,259 ▲ 2,000
合計 2,993 6,325 9,318 1,424 7,505 8,929 1,939 9,061 11,000

セグメント別売上高・営業利益 
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株価チャート 

単元株数：100株 

（円） 
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将来情報についての注意事項 

 
 この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他業績に影響を
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。 
 
 これら将来予想に関する記述は、既知または未知のリスク及び不確実性が内在しており、例として以下
のものが挙げられますが、これらに限られるものではありません。 
・米国、欧州、日本、中国その他のアジア諸国の経済情勢、特に企業による設備投資の動向 
・急速な技術革新と当社グループの対応能力 
・財務的、経営的、環境的な諸前提の変動 
・諸外国による現在及び将来の貿易規制等 
 
 従いまして、実際の売上高及び利益等と、この資料に記載されております計画とは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、この資料の本リリース後においても、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。 


