
第70期は売上高、利益ともに過去最高を達成
当期は、年間を通じてコロナ禍における環境変化への対応に

注力しました。医療現場を支援するために感染対策を徹底しな
がら、増産や製品・サービスの供給継続に取り組みました。その
結果、国内外で急速に拡大した生体情報モニタ、人工呼吸器の
需要に応え、売上高、利益ともに過去最高を更新することが
できました。また、製品の設置ベースが拡大したことで、今後の
消耗品・サービス事業の拡大につながると期待しています。
「 お客様に製品をお届けすることで、医療に貢献し、患者さん

の命を救うことにつながっている。日本光電で働いていること
を誇りに思う。」これは、ブラジルの社員の言葉です。医療機器

メーカとしての社会的な使命を果たすため、厳しい環境の中、
世界中の社員一人ひとりが懸命に業務に取り組んでいることに心
から感謝し、その献身的な行動を誇りに思います。

また、コロナ禍において、軽症・無症状者の低酸素症を的確に
把握し、重症化前に適切な処置をするために、世界中でパルス
オキシメータの有用性が再認識されました。パルスオキシメー
タの原理は、1974年に当社の技術者だった青柳博士が発明した
ものです。青柳博士は昨年4月に他界されましたが、その発明が
世界の医療安全に大きく貢献したことが認められ、昨年12月に、

「 パルスオキシメータの開発と実用化 」により、第4回日本医療
研究開発大賞／内閣総理大臣賞を受賞しました。この受賞を励
みとして、今後も優れた医療技術の研究開発に取り組みます。

特別配当と自己株式取得を実施

当期の業績が好調に推移したことから、株主の皆様への還元
として、1株当たり期末配当金については普通配当18円に加え
20円の特別配当を実施します。これにより、当期の年間配当金
は中間配当金17円と合わせて1株当たり55円となります。さら
に、15億円を上限とする自己株式取得を実施しています。

第70期 株主通信
2020年4月1日▶2021年3月31日

証券コード：6849

代表取締役
社長執行役員

コンプライアンス体制を見直し、
3ヵ年中期経営計画を着実に実行することで
ステークホルダーの皆様からの信頼回復に努めます
株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。
当社グループは、2021年3月31日をもちまして第70期を終了いたしましたので、
ここにその概要をご報告申し上げます。

病魔の克服と健康増進に先端技術で挑戦

2021年3月 ブラジル
コロナ対応病院への
生体情報モニタ納品を
終えた当社社員と医療
従事者の皆様

当社元社員3名が贈賄の疑いで逮捕・起訴されました件につき
まして、お客様、お取引先様、株主の皆様、そしてすべての関係者
の皆様に、多大なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、
改めて心よりお詫び申し上げます。

4ページに掲載のとおり、調査委員会から、組織的な不正行為の
事実は確認されず、同種事案は不見当であるとの報告書を受領
し、私自身を含む関係者の厳正な処分を行いました。値引き承認
プロセスのチェック機能や国内ディーラーへのコンプライアンス
の確認が不十分であった点、また、商談管理において、売上目標
が重視され、コンプライアンスの監督が徹底されていなかった点
を深く反省しております。

調査委員会の提言を踏まえ、二度と同様の事案を発生させない
ために、再発防止策実行管理委員会を設置し、再発防止策を早期
かつ確実に実施します。ガバナンスの強化においては、コンプラ
イアンスを推進する組織体制の見直し、寄附金ウェブ申請方式の

導入および営業部門から独立した審査機関の設置、値引きなど受
注前プロセスにおけるシステム統制の強化、ディーラーとの相互
牽制のための社外向け通報窓口の開設などを実施します。さら
に、人事評価の見直し、コンプライアンス教育の徹底を図るとと
もに、再発防止策が確実に実施されていることをモニタリングす
る体制を構築します。

また、役員をはじめ社員一人ひとりが高い倫理観を持ち、誠実
に、公明正大な企業活動を行うことを誓い、倫理企業宣言を制定
しました。経営理念の下、倫理的に正しいことを実践する意識を
高め、コンプライアンスを何よりも重んじる企業文化を醸成して
まいります。

今一度、医療機器メーカとしての原点に立ち返り、真摯に業務
に取り組むことで、ステークホルダーの皆様からこれまで以上に
信頼される企業へと生まれ変わることを固くお約束します。
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売上、利益ともに過去最高を更新

中面左

第70期の経営成績

商品群別の概況（連結）

❷ 生体情報モニタ 生体情報モニタ、臨床情報システム、関連の消耗
品、保守サービスなど

国
内

ベッドサイドモニタ、送信機、医用テレメータの需要が年度末にかけ
て急増し、二桁成長となりました。センサ類などの消耗品も好調に
推移しました。

海
外

全ての地域で二桁成長となり、特に欧州、中南米での売上が大幅に
伸長しました。

❶ 生体計測機器
脳波計、筋電図・誘発電位検査装置、心電計、心臓カテー
テル検査装置、診断情報システム、関連の消耗品、保守
サービスなど

国
内

検査・手術の減少や予算執行の延期・凍結もあり、診断情報システム、
心電計群、心臓カテーテル検査装置群が低調に推移しました。脳神経
系群は前期並みを確保しました。

海
外

心電計群は全ての地域で好調に推移したものの、脳神経系群が全て
の地域で低調でした。

❹ その他 血球計数器、臨床化学分析装置、超音波診断装置、研究用機器、
関連の消耗品、設置工事・保守サービスなど

国
内 自社品販売の注力により、現地仕入品が大幅減収となりました。

海
外

血球計数器・試薬が、需要および検査数の減少により全ての地域で
減収となりました。

連結決算ハイライト

当期の売上高は前期比8.0%増の1,997億2千7百万円とな
りました。利益面では、増収効果に加え、売上構成の変化によ
り粗利率が改善したことから、営業利益は前期比74.8%増の
270億9千4百万円、経常利益は為替差損益が差益に転じたこ
とから前期比91.1%増の283億7千4百万円となりました。ま
た、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う海外でのAEDの需
要減少を受け、2012年に買収したデフィブテック LLCの将来計
画を見直したことから、のれん償却額および減損損失を特別損
失として計上しました。これにより、親会社株主に帰属する当期
純利益は前期比85.1%増の182億4千3百万円となりました。

＜国内市場＞
国内売上高は前期比2.2%増の1,372億7千4百万円となりま

した。検査・手術の減少や予算執行の延期・凍結の影響があっ
たものの、年度末にかけて感染症患者受入れのための医療提
供体制整備が進み、官公立病院、私立病院市場が好調に推移し
ました。PAD市場におけるAEDの販売も好調でした。一方で、
大学病院市場は前期に受注した新築移転に伴う大口商談の反
動により減収となったほか、診療所市場も低調でした。

＜海外市場＞
海外売上高は前期比23.3%増の624億5千2百万円となりま

した。新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、生体情
報モニタ、人工呼吸器、除細動器の需要が増加したことから、全
ての地域で二桁成長となりました。
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商品群別
売上高構成比
【第70期】

医療機器医療機器
57.057.0％％

消耗品・消耗品・
サービスサービス
43.043.0％％

18.8％ 39.5％

22.6％ 19.1％

新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、生体情報モニタや、人工呼吸器を含む治療機器の売上が大幅に伸長しました。 
それ以外の生体計測機器やその他は、需要の鈍化により減収となりました。

国
内

人工呼吸器の需要が年度末にかけて拡大し、大幅増収となりました。
AEDは更新商談の受注もあり好調に推移し、医科向け除細動器も
堅調でした。

海
外

人工呼吸器、除細動器の売上が全ての地域で大きく伸長しました。
人工呼吸器は2019年度発売の自社製2機種が寄与し、一定の事業
規模に成長しました。AEDは減収となりました。

❸ 治療機器 除細動器、AED、人工呼吸器、心臓ペースメーカ、麻酔器、人工
内耳、関連の消耗品、保守サービスなど
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コンプライアンスの徹底においては、教育プログラムの拡充
を行い、コンプライアンス意識の一層の向上を図ります。組織
面では、グローバル経営管理本部にコンプライアンス・法務統括
室、国内支社支店を統括する営業本部にコンプライアンス推進

室を設置し、支援体制を強化します。グループガバナンスの強化
においては、グローバル経営管理ポリシーを制定し、本社主導の
管理体制を強化します。また、ITを活用して国内販売における内
部統制システムの強化を図ります。

AEDは国内に約60万台が設置されていますが、倒れる瞬
間に目撃者のいた心停止の中でも、一般市民によるAEDを
使った電気ショックが行われたのはわずか5％程度※に留まって
います。より多くの命を救うためには、AEDの普及に加えて、
一人でも多くの方がいざというときにAEDを使用できるよう
にすることが重要です。当社は、ホームAEDやモバイルAED

を提供し、設置率が低い場所への普及を推進しています。
また、使用率の向上に向けて、東京マラソンをAEDで応援す
るなどの認知度向上の取り組みや心肺蘇生の講習会を継続す
るとともに、使用者の負担をより軽減できる製品・サービスの
拡充に取り組みます。
 ※ 出典：総務省消防庁 令和2年版 救急救助の現況

経営理念の下、「 グローバルな医療課題の解決で、人と医療のより良い未来を創造する」という長期ビジョンの実現を目指して、
第1フェーズとなる中期経営計画をスタートしました。営業利益率10％以上を定常的に生み出せる企業体質への変革に向けて、中期
経営計画の策定・実行においても次世代リーダ層が中心的な役割を担い、全社的な施策を推進します。

基本方針（経営） コンプライアンスの徹底とグループガバナンスの一層の強化

基本方針  事業と企業活動を通じてサステナビリティを推進

3ヵ年中期経営計画 BEACON 2030 PhaseⅠ：基盤の強化

病魔の克服と健康増進に先端技術で挑戦することにより
世界に貢献すると共に社員の豊かな生活を創造する

経営理念・長期ビジョン・中期経営計画の推進に
必要な世界中の社員をつなぐ共通の価値観

Phase Ⅲ  ：  長期ビジョンの実現
Phase Ⅱ  ：  成長への投資
Phase Ⅰ  ：  基盤の強化

Integrity / Humbleness / Diversity / Initiative / Customer Centric / Goal Oriented / Creativity

グローバル共通価値基準

中期経営計画

長期ビジョン

経営
理念

中期経営計画
（2024年3月期経営目標値）

営業利益率

15 %
海外売上高比率

45 %

長期ビジョン
（2030年3月期目標水準）

グローバルな医療課題の解決で、人と医療のより良い未来を創造する

営業利益率

10.2 %
海外売上高比率

32.0 %
ほか

価値共創の源泉となるテクノロジー
ヒューマンマシン
インターフェース IoT AI サイバー

セキュリティ グリーン技術

事業を通じて解決を目指す課題

遠隔監視を用いた
製品稼働率向上

アラーム高度化による
静かな医療環境医療機器の自動制御AEDへのアクセス拡大

による蘇生率の向上

テレメディスンによる
医療格差の解消

心不全や脳疾患
感染症ケアへの貢献

患者さんにやさしい
センサの開発•提供

新興国の医療従事者への
教育機会の提供

脱炭素社会の
実現に貢献

コンプライアンスの徹底と
グループガバナンスの

一層の強化
バリューチェーン全体で

世界最高品質を追求
医療への貢献に

やりがいと誇りを持てる
組織風土の醸成

人権・人財 品質 ガバナンス 環境

企業活動を通じて解決を目指す課題

アクセシブル / インテリジェント / 患者視点 / コネクテッド / 最適化︎

今回の中期経営計画では、日本光電として初めて、事業と企業活動を通じて注力すべき12のサステ
ナビリティ重要課題を特定しました。医療課題や社会課題の解決に積極的に取り組み、持続可能な社会
の実現を目指します。

長期ビジョン 
で掲げた 

5つの世界観
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調査結果

•	組織的な不正行為の事実は確認されず
•	同種事案は不見当

再発防止策の提言

１	ガバナンスの強化（組織の見直し、寄附金の検討プロセスの見直し、
内部統制の強化、ディーラーとの相互牽制）

２	人事評価の見直し
３	コンプライアンス教育の徹底
４	上記１～３のプログラムの策定および運用状況のモニタリング

本事案の原因分析

•	【機 会】利益供与が誘発される環境と利益供与の原資の作出が容易な
システム
・	医療機器業界の特殊性により、メーカ・ディーラーが医療機関に対して利
益を供与したり便宜を図ったりするなどの手段を用いて取引を不当に誘
引しようとする事態が起こりやすい環境

・	支社支店ごとの見積承認方法や文書管理方法が統一されておらず、	
業務の標準化やIT化が不十分

・	国内ディーラーとの関係における規律の不備
•	【動 機】目先の商談成立への欲求
•	【正当化】コンプライアンス体制の不備・問題の本質に対する理解不足

基本方針（事業） 既存事業の収益性の改善と戦略的な先行投資

基本方針（組織） グローバル・サプライチェーン・マネジメントの構築と
コーポレートの主要機能の強化

コロナ禍で、リモートモニタリングやオンライン診療などの
デジタルヘルスが急速に拡がりを見せています。当社でも、
デジタルヘルスソリューションを新規事業と位置付け、取り組
みを強化します。日本光電のコア技術であるHMI技術※を基盤
として、医療機器から取得した患者さんのバイタルデータを
統合し、AIなどを活用した解析・分析を行うためのデータプラッ
トフォームを構築します。そして、臨床支援アプリケーションと
して、遠隔ICUシステムや、容態変化を知らせるアラームの管
理、病院全体のデータのダッシュボード機能などを提供し、患者
アウトカムと医療経済性の向上に貢献します。

世界中にタイムリーに製品を供給するため、コーポレート・
デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進による共通デ
ジタル基盤の構築を進めます。まず、グローバルに点在す
る製造拠点からの情報を集約し、サプライチェーン全体の見
える化に取り組みます。その基盤を活用し、生産工程の標準化
や最適地生産の実現など、調達、生産、物流における業務プロ
セス改革を推進します。

また、グループ全社のサイバーセキュリティ強化、グローバ
ル情報基盤の整備、コミュニケーション基盤の整備に集中的に
取り組みます。これらの基盤を活用し、組織的な生産性の
向上やリスクマネジメントなどコーポレート機能の強化を図り
ます。

コンプライアンス事案 調査結果のご報告
（2021年4月15日付 調査報告書 概要） 調査委員会 委員長　村岡 香奈子

（社外取締役　弁護士）

独立社外取締役２名、外部の弁護士２名を含む調査委員会では、関係者へのヒアリング、デジタルフォレンジック調査、社員およびディーラーに
対するアンケート調査、取引・寄附事例の調査等を実施し、4月に調査報告書を取締役会に提出しました。その概要をご報告いたします。

共通デジタル基盤
（DX)

サプライチェーン
全体の見える化

調達・生産・物流での
プロセス改革

生産工程の標準化
最適地生産の実現

・ 設計・生産技術
・ 品質・法規制
・ 調達
・ 生産計画・生産
・ 在庫・物流

その他海外

中国 米国
日本（マザー機能）

情報を集約

患
者
ア
ウ
ト
カ
ム
・
医
療
経
済
性
の
向
上

 バイタルデータの統合・分析 臨床支援アプリケーション

サイバー
セキュリティ

解析・分析
（AI等の活用）

リモートモニタリング
遠隔ICUシステム等

アラームマネジメント

ダッシュボード

※ HMI（ヒューマン・マシン・インターフェース）：人間と機械との接点。 
当社の場合、センサ技術、信号処理技術、データ解析技術の総称。
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連結決算ハイライト

地域別の概況（連結）

本資料に記載されている内容は、将来に関する前提、見通し、計画に基づく予測が含まれており、当社としてその
実現を約束する趣旨のものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

米州では、米国、中南米ともに二桁成長となり、特にメキシコ、コロンビアの売上が倍増となりました。欧州では、イタリア、ポー
ランドでの売上が倍増するなど、西欧諸国、東欧諸国ともに大幅増収となりました。アジア州他では、イスラエル、インドネシアな
どでの大口商談の受注が寄与し、二桁成長となりました。中国も感染の影響が一巡し、堅調に推移しました。

※70期から、アジア州とその他地域を合わせて、アジア州他としています。

利益配分に関する考え方
優先順位については、①研究開発や設備投資、M&A・提携、人財育成など将来の企業成長に向けた投資、②配当、③自己株式取得として
います。連結配当性向は30％以上を目標としています。
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東京都新宿区西落合１-31- 4　〒161-8560　 　（03）5996-8000（代表）

会社概要

呼 称 日本光電（NIHON KOHDEN）
社 名 日本光電工業株式会社（NIHON KOHDEN CORPORATION）
設 立 1951年8月7日

株式の状況（2021年3月31日現在）

株式に関するお手続きについて

株主メモ
事 業 年 度 ４月１日から翌年３月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年6月中

基 準 日 定時株主総会・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 お よ び 
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

郵 便 物 送 付 先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

電話照会先 0120-782-031（フリーダイヤル）

発行可能株式総数 197,972,000株
発行済株式の総数 88,730,980株
株主数 9,717名（前期末比3,761名増）
株式インデックス JPX日経インデックス400

MSCIジャパンESGセレクト・リーダーズ指数
MSCI日本株女性活躍指数（WIN）

株式分布状況（2021年3月31日現在）

■金融機関 35.9% 31,856 千株
■金融商品取引業者 1.5% 1,280 千株
■その他国内法人 3.1% 2,773 千株
■外国人 42.8% 37,978 千株
■個人その他 12.7% 11,280 千株
■自己株式 4.0% 3,561 千株

証券会社などに口座を開設されている株主様
お取引口座のある証券会社などにお問い合わせください。
取扱期間経過後の配当金に関するご照会は、三井住友信託銀行で承ります。
（連絡先上記）
証券会社などに口座を開設されていない株主様
三井住友信託銀行にお問い合わせください。（連絡先上記）

分からない用語がある場合はこちら

日本光電 用語集
https://www.nihonkohden.co.jp/ir/glossary.html

用語集 検索

ホームページで検索できます

赤血球沈降速度（ESR）を同時測定できる 
世界初の血球計数器を海外で発売

ドバイ（アラブ首長国連邦）の 
検体検査試薬工場が生産を開始

成長が期待される新興国市場向けに、白血球3分類を含
む血液20項目（CBC）と赤血球沈降速度（ESR）を同時に測
定できる世界初の製品を発売しました。ESRは、主に新興
国で炎症や感染症のスクリーニング、経過観察で測定され
ています。従来の測定方式では検査に30分 ～1時間程度

かかりますが、本製品では2分という短時
間での測定を実現しました。採血後すぐ
に検査結果を確認でき、的確な診断、診療
方針の決定につながると考えています。

本製品の提供により、新興国の医療現
場の支援に引き続き取り組みま
す。

これまで中東・アフリカ地域には、フィレンツェ（イタリア）の
試薬工場から検査ごとに使われる試薬を供給してきましたが、
中東・アフリカ地域での需要拡大に迅速かつ柔軟に対応するた
め、2019年にドバイに試薬工場を設立し、準備を進めてきまし
た。本年4月から本格生産を開始し、高品質な純正試薬のタイム
リーな安定供給を推進しています。

全自動血球計数・赤血球沈降速度測定装置
MEK-1305 セルタックα＋

トピックス

今後の株主通信・IR活動の充実のため、株主
の皆様のご意見を参考にさせていただきたく、
アンケートへのご協力をお願いいたします。

同封のアンケートハガキにご記入の上、ポス
トへご投函いただければ幸いです。

第69期 株主様アンケートでいただいたご意見
・コロナ禍で厳しい経営環境にありますが、
社員一丸となって乗り越えてください

・将来を見据えた研究開発に注力し、社会に
貢献する製品を開発してほしい

・収益性向上による株主還元に期待したい

・コロナ収束後は、関西での会社説明会や株
主向け工場見学を開催してほしい

・株主通信はよくまとまっていて、文字サイズ
も見やすかった

株主様アンケートのお願い

貴重なご意見を多数お寄せいただきありがとうございました
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