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ごあいさつ

CEO Message

NISSHA グループは、世界に広がる多様な人材能力と情熱を結

Nissha Group is a forward thinking global company. Our Mission is to realize the enrichment of people’s lives by creating technology and developing it into economic and social value through
the diverse capabilities, passion, and leadership of the global Nissha
Group. Nissha Group is developing the 3 businesses of “Industrial
Materials”, “Devices”, “Medical Technologies”, and also developing various businesses such as “Information and Communication”,
“Pharmaceutical and Cosmetics”.

集し、継続的な技術の創出と経済・社会価値への展開を通じて、
人々の豊かな生活を実現することを Mission（ 当 社 が 果 た す べ
き 使 命）に掲げる未来志向型のグローバル企業です。産業資材、
ディバイス、メディカルテクノロジーの 3 事業を中心に、情報コ
ミュニケーションや医薬品・化粧品など、さまざまな事業を展開
しています。

We have been constantly attempting to improve Core Technologies while integrating the technological elements such as Coating, Molding and Metal Processing, into the Printing technology
we have cultivated since our foundation. Consequently, we have
realized expansion of our business domain through diversification
of products and target markets and expansion into global markets.
With the enhancement of our business portfolio, we have more
than 50 domestic and overseas business bases and more than half
of our employees work abroad. Our capability continues to diversify
more and more.

当社は、創業以来培ってきた印刷技術にコーティング、成形、
金属加工などの技術要素を融合させながら常にコア技術の拡充を
図り、製品と対象市場の多様化、グローバル市場への進出などを
通じて事業領域の拡大を実現してきました。事業ポートフォリオ
の充実とともに、国内外の事業拠点は 50 カ所を超え、外国に勤
務する社員の割合は半数を超えるなど、私たちの能力はますます
多様化し続けています。
現在、当社グループは、シナジーの最大化による成長基盤の確

We have been currently operating the 7th Medium-term Business Plan (three-year plan) aiming to construct a foundation for
growth by fully utilizing the global business bases. We greatly appreciate your guidance and encouragement.

立を目指す第 7 次中期経営計画（3 カ年）を運用しています。ス
テークホルダーのみなさまには、引き続きご指導、ご鞭撻をお願
い申し上げます。

Chairman of the Board
President and CEO
Nissha Co., Ltd.

NISSHA 株式会社
代表取締役社長 兼 最高経営責任者

1

進化の軌跡

The Evolution of Nissha
NISSHA は、印刷技術の進化を通して製品と対象市場の多様化を

Working to diversify our products and target markets through the
evolution of our printing technologies and entering the global market, Nissha has achieved growth by expanding our business domain.

図るとともにグローバル市場へ進出し、事業領域の拡大による成
長を実現してきました。

1929 年〜
創業期

1960 年代
多角化

2000 年代
グローバル化

現在

高級美術印刷を志向

産業資材・ディバイス事業の誕生

NISSHA の製品と

ブランドが世界に浸透

コア技術と人材能力の
最適化による成長

1929〜

1960’s

2000’s

Current

Founding

Diversification

Globalization

Aspired of
high-quality
art printing

Beginning of our Industrial Materials
and Devices Businesses

Our products and
the Nissha brand
penetrate
the global market

Strengthen business
portfolio strategy

事業ポートフォリオ戦略の強化

Growth by optimization
of Core Technologies and
people’s capabilities
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2017
12 カ月換算
Converted to 12 months

2021

1929 年〜

1960 年代

高級美術印刷を志向

産業資材・ディバイス事業の誕生

1929〜

1960’s

Founding

Diversification

Aspired of high-quality art printing

Beginning of our Industrial Materials and
Devices Businesses

創業期

多角化

創業理念
「活字印刷であれば誰でもできる。他社の手がけない高級
印刷をやろう」

印刷技術の進化による新製品開発を促進
転写箔や電子部品などの新製品で対象市場を拡大
現在の産業資材事業が誕生

時代を代表する美術全集や、図録などを数多く手がけ

1967 国内初の木目転写箔を開発し、家電市場へ

「高級美術印刷の NISSHA」の評価を確立

参入

『 NEW JAPAN 』
1949 東京日日新聞（毎日新聞社）
1962 毎日新聞社『国宝』
1966 小学館『原色日本の美術』

1983 IMD（成形同時加飾転写）システムの開発
現在のディバイス事業が誕生

1970 リードフレームなどの電子部品向けの工場が
竣工

1990 ファインタッチ（現在のフィルムタッチセン
サーの源流）
を開発
“We pursue high-quality printing no other can compete with, as anybody can be just a type-set printer.”
-The statement as the Company founded

Promoting new product development by evolving
printing technologies
Expanding target markets by new products such as
transfer foil and electronic components

Through numerous art books and exhibition catalogues representing the times, established Nissha’s
reputation for high-quality art printing

Beginning of current Industrial Materials Business
1967 Entered home appliances market with the first
wood-grain transfer foil in Japan
1983 Developed a simultaneous molding and decorative transfer system (IMD)

1949 “NEW JAPAN” (The Mainichi Newspapers)
1962 “Koku-hou (National treasure)” (The Mainichi
Newspapers)
1966 “Genshoku Nihon no Bijutsu (Art collection of
Japanese cultural inheritance)” (Shogakukan)

Beginning of current Devices Business
1970 Opened new production factory for electronic
components such as lead frames
1990 Developed “FineTouch” (Origin of current filmbased touch sensors)
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2000 年代

現在

グローバル化

事業ポートフォリオ戦略の強化

NISSHA の製品とブランドが世界に浸透

コア技術と人材能力の最適化による成長

2000’s

Current

Globalization

Strengthen business portfolio strategy

Our products and the Nissha brand
penetrate the global market

Growth by optimization of Core Technologies and
people’s capabilities

販売名：バーメッド クララビュー
一般的名称：単回使用心電用電極
医療機器届出番号：26B2X10027V03001
※写真はイメージです。

印刷の領域を超えて事業領域が進化・拡大

グローバルなビジネス拡大に伴い、経営管理が高度化

新たな事業領域の開拓に M&A を活用

2007 海外売上高比率が50%を突破
2007 アメリカの成形メーカー買収により、日本・
アメリカ・中国・東南アジアに成形拠点網が
確立

2014 ガスセンサーメーカー（日本）を買収
2015 世界最大手の蒸着紙メーカー（ベルギー）を
買収

2016 医療機器メーカー（アメリカ）を買収し、医療

2012 フォトリソグラフィー工法による静電容量方式

機器分野に参入。メディカルテクノロジー
事業が誕生

タッチセンサーを開発

2019 製薬会社（日本）を買収し、医薬品分野に参入

The business domain evolves beyond the bounds of
printing

Upgraded our business management as the business
activity globally expanded

Diversification of new business domain through M&A
2007 Surpassed 50% in Net Sales ratio of overseas
2007 Through an acquisition of molding company
in the US, established global supply chain of
molding between Japan, the US, China, and
Southeast Asia
2012 Developed capacitive-type touch sensors by
photolithography process

2014 Acquired gas sensor manufacturer (Japan)
2015 Acquired top global metallized paper manufacturer (Belgium)
2016 Acquired medical device manufacturer (the US) ;
newly entered the market and started Medical
Technologies Business
2019 Acquired pharmaceutical company (Japan)
and newly entered the market
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Nissha Philosophy
NISSHA グループでは、当社が果たすべき使命や考え方の基盤、行動の原則を Mission を頂点に据えた「Nissha
Philosophy」に定め、大切にしています。

Nissha has integrated its standards of thought, rules of conduct, and Mission ̶ ideals held in high
regard ̶ into Nissha Philosophy that is greatly valued.

Mission

当社が果たすべき使命

Our motivation and meaning

普遍的

Universal

Competency

個人の行動特性

Our behavior

Shared Values

組織の価値観

Organizational values

サステナビリティビジョン

環境適応的

Environmental
adaptive

Sustainability Vision
( 長期ビジョン Long-term)
中期ビジョン Medium-term Vision
( 定性 Qualitative/ 定量 Quantitative)

中長期のあるべき姿

What we should be in
the medium to long-term

Mission
We realize the enrichment of people’s lives by creating technology and developing it into economic
and social value through the diverse capabilities, passion, and leadership of the global Nissha Group.
私たちは世界に広がる多様な人材能力と情熱を結集し、
継続的な技術の創出と経済・社会価値への展開を通じて、
人々の豊かな生活を実現します。

Competency
Change for growth

変化により成長する力

Diverse capabilities and synergy
多様な能力の結集・シナジー

Global business foundation
グローバルな事業基盤

Dedicated to customer loyalty
お客さまの信頼

Technologies that earn customers’ respect
ニーズに応える技術力

Proven in quality and process engineering
安定した品質・生産技術

Leadership at all levels
リーダーシップ
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Shared Values
Customer is Our Priority

私たちは、お客さま価値の最大化を追求します。

We are committed to maximizing customer value.

Diversity and Inclusion

私たちは、多様な人材能力が対等に関わり合うことにより、組織の実行力を高めます。

We welcome diverse capabilities interacting as equals and
enhancing our organizational performance.

Commitment to Results

私たちは、成果を出すことにこだわります。

We work with diligence and deliver results.

Accomplished with Efficiency

私たちは、スピード重視で仕事を完遂します。

We expedite appropriate actions to complete all endeavors.

Act with Integrity

私たちは、誠実に行動し、信頼される企業であり続けます。

We act with integrity and maintain the trust placed in us.

Sustainability Vision
2030年のあるべき姿

Long-term vision for 2030

多様な技術や人材能力の結集・融合により、メディカ

With the integration and orchestration of the diverse talents of our people and our technologies,
we will contribute to solving global social issues
in the priority markets of Medical, Mobility, and
Sustainable Materials, and realize the enrichment
of people’s healthy and affluent lives.

ル・モビリティ・環境に関わるグローバルな社会課題
の解決に貢献し人々の豊かな生活を実現する。

社会価値の創出
●

事業活動を通じた社会課題の解決
●

●

Social Value
●

医療課題の解決、安全・快適なモビリティの実現、循
環型社会への貢献

Solve social issues through business activities
●

2050 年カーボンニュートラルを見据え、CO2 総排出量を
30% 削減（2020 年比）

●

経済価値の創出

Solve medical issues, realize safe and comfortable
mobility, and contribute to a circular society

Reduce 30% of total CO2 emissions, in view of carbon-neutral by 2050 (compared to 2020)

Economic value

●

売上高 3,000 億円（うち 1,500 億円がメディカル分野）

●

ROE 15%

●

Aim for 300 billion JPY of net sales

（including 150 billion JPY in medical business）
●

ROE 15%

メディカル

Medical

2030 年 売上高
2030 Net Sales

モビリティ

Mobility

3,000
300 Billion JPY
億円

サステナブル資材

Sustainable Materials
IT機器
IT Devices
その他

Others

2020 年 売上高
2020 Net Sales

1,800億円
180 Billion JPY

ROE 15%

ROE 9%
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NISSHAグループのサステナビリティの考え方とESGへの取り組み

Nissha Group’s Sustainability and ESG Actions
企業と社会、双方の持続的な成長・発展の両立へ

NISSHA の成長・発展

社会の成長・発展

NISSHA グループでは、サステナビリティを「企業と社会、双

Sustainable growth
of Nissha

Sustainable
development
of society

方の持続的な成長・発展を両立する取り組み」と捉えていま
す。この考えのもと、社会課題を事業機会と捉え、当社の強
みを生かして、その解決につながる製品・サービスを提供し
つづけるとともに、事業活動を支える経営基盤の強化や企業
の持続性を阻害するリスクの低減、それらを適切に進めるた
めのガバナンスの推進に努めています。こうした活動によっ
て Mission に掲げる経済・社会価値を創出し、人々の豊かな
生活を実現します。

事業機会の創出

Creating business opportunities

For sustainable growth and development
of both the company and society

経営基盤の強化

Nissha Group views sustainability as initiatives toward the
achievement of sustainable growth and development for both
the company and society. Based on this approach, we consider
social issues to be business opportunities. We strive not only
to leverage our strengths to provide products and services that
help resolve these on an ongoing basis, but also to strengthen
the management foundation underpinning our business activities, reduce risks that could hamper business continuance,
and promote governance to ensure these are all carried out appropriately. These activities will create the economic and social
values stated in our Mission, allowing us to realize the enrichment of people’s lives.

Strengthening management foundation
リスクの低減

Risk reduction
ガバナンスの推進

Corporate governance

NISSHA とステークホルダーとの信頼の輪

Nissha’s Circle of Trust
ステークホルダーと双方向に影響しあいながら、
価値ある未来を創造
私たちは、ステークホルダーを「お客さま」
「株主」
「社員」
「サ

Customer

プライヤー」「地域社会」と捉えています。私たちの使命で
ある、Mission の実現に向けて、ステークホルダーのみなさ
Employee

まと双方向に影響しあう関係性を大切にし、みなさまととも

Shareholder

に価値ある未来を創造していくことを目指します。

Realizing our respective visions
while interacting with stakeholders
Society

We identify the stakeholders as our customers, shareholders,
employees, suppliers, and society. Toward realizing our Mission,
we aim to realize our respective visions while valuing a relationship with the stakeholders in which we affect each other.

Supplier
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重点分野

具体的な取り組み Actions

Priority Issues in ESG

● 事業機会の創出

● リスクの低減他

Creating business opportunities

Risk reduction and others

◦脱プラスチックに貢献するサステナブル資材による製品を提供

Provide sustainable materials that contribute to plastic-free society

E

環境 Environment
サーキュラーエコノミーの推進

Promotion of circular economy
気候変動への対応

◦2030 年の CO2 削減目標（2020 年比 30% 減）に向け、バックキャス
トで電力消費の削減・再生可能エネルギーの導入などを推進

Work to introduce renewable energy and reduce power consumption,
backcasting toward the CO2 reduction target for 2030 (30% reduction from 2020)

Responses to climate change

◦低侵襲・急性期医療に貢献する診断・治療機器の拡充

Expand medical diagnostic and therapeutic devices that contribute to
minimal invasive treatment and acute care
◦医療に関連する法令順守や安全についての体制強化

Strengthen the system for compliance and safety related to medical

S

社会 Social

◦ユーザーインターフェースやセンシングの領域でモビリティ向け製
品を充実

医療課題の解決

Enhance product lineups of user interface and sensing for mobility

Solutions to medical issues
安全・快適なモビリティ

Safe and comfortable mobility

◦人材能力の向上、多様な人材の活躍

Improve human resource capabilities, and utilize diverse human resources

ダイバーシティ、人材育成、労働・人権
Diversity, human resource development,

labor and human rights

◦コーポレートガバナンス・コード実践の高度化

Raise the level of Corporate Governance Code practices

G

ガバナンス Governance
取締役会の多様性・実効性

Diversity and effectiveness in the board
of directors

◦地域内の事業組織横断の協力およびシナジーの創出に向けた体制
構築

Build the regional collaboration system

グローバルガバナンス（地域内の連携・協力）

Global governance (Regional collaboration)
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多様性がNISSHAの成長の原動力

Diversity -Nissha’s Growth Driver

京都本社

ゾンネボード製薬
Nissha Schuster Kunststofftechnik Nissha Precision Technologies Malaysia 日写（昆山）精密模具
(Waltershausen, Germany) (Kuala Lumpur, Malaysia)
Nissha (Kunshan) Precision IMD Mold Zonnebodo Pharmaceutical
(Kunshan, China)
(Hachioji, Japan)

Global Headquarters

Almere
Berlin
Legnica
Waltershausen

Cergy
Torbay
London

Gyeonggi-do

Innsbruck
Frankfurt
Casalgrasso
Genk

Shanghai
Kunshan
Shenzhen
Guangzhou
Hanoi

Kyoto
Tokyo
Nagoya
Osaka
Hachioji
Nagano

Taipei
Hong Kong

Koka
Kameoka
Himeji
Kaga
Tsu
Kobe

Kuala Lumpur

役員の多様性

社内・社外（取締役）
44.4
%
（4）

55.6%
（5）

役員の多様性

在任期間（取締役）

役員の多様性

11.1%
（1）

外国人比率（執行役員）

16.7%
（2）

役員の多様性

Diversity of
executives

社外比率（取締役）

外国人比率（取締役）

外国人比率（執行役員）

Internal/Outside
(Directors of the Board)

Nationality Breakdown
(Directors of the Board)

Nationality Breakdown
(Vice Presidents)

2022 年 3 月末現在
As of the end of March
2022

88.9%
（8）

83.3%

（10）

社内取締役

日本人

日本人

Internal Directors of the Board

Japanese nationals

Japanese nationals

社外取締役

外国人

外国人

Independent Outside Directors of the Board

Foreign nationals

Foreign nationals
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世界 50 拠点

50 bases around the world

グローバル化の進展により NISSHA の拠点は、京都本社を中心に

With the progress of globalization, Nissha has 15 bases in Japan,
including our Global Headquarters in Kyoto, and 35 bases in other
countries.
Currently, more than half of our employees are working overseas.

国内 15 カ所、海外 35 カ所へと広がっています。
海外拠点に勤務する社員の割合は半数を超えています。

Nissha PMX Technologies
(San Luis Potosí, Mexico)

Nissha Eimo Technologies
(Vicksburg, U.S.A.)

Nissha Medical Technologies Nissha Metallizing Solutions
(San Pedro de Macorís,
(Franklin, U.S.A.)
Dominican Republic)

Detroit
Vicksburg
Chicago

Sandpoint

Nissha Metallizing Solutions
Produtos Metalizados
(São Paulo, Brazil)

Nissha Medical Technologies
(Buffalo, U.S.A.)

Buffalo
Boston
Franklin
Wolcott
Norwalk

San Jose
Colorado Springs

●営業拠点

San Pedro de Macorís

San Luis Potosí

Sales
●生産拠点

Production
●営業・生産拠点

Sales & Production

São Paulo

●その他

Others
2022 年 3 月現在
As of March 2022

地域別社員比率

10%

社員の多様性

12%

Diversity of
employees
2021年12月末現在

社員の地域別構成

13%

37%

Regional composition of
employees

正社員

As of the end of December 2021
Full-time employees

28%

10

日本

北米

欧州

Japan

North America

Europe

アジア

中南米

Asia

Central & South Americas

NISSHAのコア技術

Nissha’s Core Technologies
NISSHA はコア技術を生かして市場のニーズを満たす製品・サービスを提供しています。
Nissha provides products and services that meet market needs by utilizing Core Technologies.

市場 Markets

メディカル

モビリティ

サステナブル資材

IT 機器

Medical

Mobility

Sustainable Materials

IT Devices

製品・サービス

ニーズ

Products and
Services

Needs

NISSHAのコア技術 Nissha’s Core Technologies

印刷 Printing

コーティング Coating

インクで意匠や機能を付与する加工技術

薄膜を形成する加工技術

2 層以上の層状物を形成する加工技術

Processing technology of applying
designs and functions with ink

Processing technology of forming
thin layers

Processing technology of laminating
multiple thin substrates

成形 Molding

パターンニング Patterning

金属加工 Metal Processing

3 次元にさまざまな形を作る加工技術

機能性を有するパターンを付与する加工
技術

金属の切削・切断および表面の加工技術

Processing technology of forming
various shapes in three dimensions

Processing technology of forming
functional patterns
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ラミネーション Laminating

Processing technology of metal
machining, cutting, and surface
treatment

3事業をグローバルに展開

Developing 3 Businesses in a Global Basis
産業資材
さまざまな素材の表面に
付加価値を与える独自技術を有する事業です。

Industrial Materials
Offers proprietary technologies that enable to create added
value on the surfaces of various materials.

ディバイス
精密で機能性を追求した部品・モジュール製品などを
お客さまの使いやすい形で提供する事業です。

Devices
Provides components and module products that pursue precision and functionality in a convenient form to customers.

メディカルテクノロジー
医療機器やその関連分野において高品質で付加価値の高い製品を提供し
人々の健康で豊かな生活への貢献を目指す事業です。

Medical Technologies
Offers high-quality and value-added products in medical devices and other related markets to contribute to healthy and
affluent life.

その他、情報コミュニケーションや医薬品・化粧品など、さまざまな事
業を展開しています。

In addition to 3 businesses, develops various businesses such
as “Information and Communication” and “Pharmaceutical
and Cosmetics”.

Composition of Net Sales by Business

Overseas Sales Ratio

4.0%

100
(%)

12.8%

Devices
2021 年 12 月期

産業資材

Consolidated Sales
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産業資材事業

Industrial Materials
さまざまな素材の表面に付加価値を与える独自技術を有する事業です。プラスチックの成形と同時に加飾や機能の付与を行うIMD、IML
および IME は、グローバル市場でモビリティ、家電製品などに広く採用されています。また、サステナブル資材として、金属光沢と印刷
適性を兼ね備えた蒸着紙や、植物由来の材料を用いた環境にやさしい成形品を提供しています。

We mainly offer proprietary technologies that enable to create added value on the surfaces of various materials. IMD, IML, and
IME, which facilitate simultaneous In-mold Decoration, design and function adding of plastic products, are extensively adopted
in mobility components and home appliances in global markets. We also offer sustainable materials such as metallized paper
that combines the properties of metallic luster and printing friendliness, and as environmentally-friendly molded products that
made from plant-based materials.

加飾フィルム・成形品

Decorative Film / Molded Parts

成形同時加飾

IMD, IML, IME
プラスチックの成形と同時に加飾を行う製品です。IMD（InおよびIML
（In-mold Labeling）
は、金型の中
mold Decoration）
に絵柄や機能を付加したフィルムを挟み込み、そこに溶け
た樹脂を流し込むことで成形と同時にその表面に絵柄や機
（In-mold Electronics）
は、プラス
能を付加する製品です。IME
チックのパネルにタッチセンサー、光源、ヒーター、アンテ
ナなどさまざまな機能・特性を付加したモジュール製品です。
グローバルベースでモビリティや家電製品、スマートフォン
などに広く採用されています。
※ IMD、IML、IME は、NISSHA 株式会社の登録商標です。

We provide the products which mold and decorate plastics simultaneously. IMD (In-mold Decoration) and IML
(In-mold Labeling) are for adding patterns and functions
on the products’ surface at the same time as molding, by
sandwiching a film with patterns or functions in a mold and
pouring the melted resin into it. IME (In-mold Electronics) is
the module product integrated with functional parts such
as touch sensors, light sources, heaters, and antennas to
plastic panels. They are widely used for applications such
as mobility, home appliances and smartphones globally.
* IMD, IML, and IME are registered trademarks or trademarks of Nissha Co., Ltd..

サステナブル資材

Sustainable Materials

Nissha ecosense は、サステナブル資材の製品群の統合ブランドです。
Nissha ecosense is the integrated brand for a range of sustainable material products.
RELEASE 01-21-22

JOB NAME: Nissha Susatainable Solutions (NIS5555)

蒸着紙

DATE: 01.21.22

FILE NAME: NISSHA_ECOSENSE_LOGO_HORIZONTAL_FULL_COLOR_CMYK.ai

C100 M45 Y0 K0

C80 M0 Y100 K0
C48 M0 Y100 K0

NOTES: Brand Assets
ALL FONTS OUTLINED BEFORE RELEASE **ALL FONTS SUBJECT TO LICENSING RESTRICTIONS.**

Metallized Paper
紙の表面に金属層を真空蒸着し、メタリック調の装飾効
果を付与した特殊紙です。高い印刷適性に加え、リサ
イクル性に優れた環境にやさしいパッケージ資材です。
※蒸着紙は、NISSHA グループの蒸着紙メーカー、
Nissha Metallizing Solutions グループが開発・生産しています。

We provide special paper with a metallic layer vacuum
deposited on the surface for decorative effect. Nissha’s
metallized paper with excellent printability and recyclability enables eco-friendly packaging.
* Nissha Group’s metallized paper is developed and produced by metallized
paper manufacturer, Nissha Metallizing Solutions Group.

サステナブル成形品

Sustainable Molded Products
植物由来の材料を主に用いた成形品です。主原料にパ
ルプを使い紙の風合いを残した Pulp Series と、植物由
来の材料を用いながらもプラスチックと同等の機能性・
耐久性を備えた Biocomposite Series の 2 種類を展開して
います。

RELEASE 01-21-22

We offer molded products made mainly from plantbased materials. It consists of Pulp Series which is made
mainly from pulp and has the texture of paper, and Biocomposite Series which has functionality and durability
equivalent to plastics while made mainly from plantbased materials.

JOB NAME: Nissha Susatainable Solutions (NIS5555)

DATE: 01.21.22

C80 M0 Y100 K0

FILE NAME: ECOSENSE_MOLDING_LOGO_HORIZONTAL_FULL_COLOR_CMYK.ai

C48 M0 Y100 K0

NOTES: Brand Assets

ALL FONTS OUTLINED BEFORE RELEASE **ALL FONTS SUBJECT TO LICENSING RESTRICTIONS.**
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ディバイス事業

Devices
精密で機能性を追求した部品・モジュール製品などをお客さまの使いやすい形で提供する事業です。主力製品であるフィルムタッチセン
サーはグローバル市場でスマートフォン、タブレット、携帯ゲーム機、産業用端末（物流関連）
、モビリティなどに幅広く採用されています。
このほか、圧力を検知するフォースセンサーや、気体の状態を検知するガスセンサーなどを提供しています。

We provide components and module products that pursue precision and functionality in a convenient form to customers. Our
main products, film-based touch sensors are widely adopted mainly in smartphones, tablets, portable game players, industrial
equipment (logistics related), mobility components, etc. in global markets. In addition, we offer force sensors that can detect
various types of pressure, and gas sensors that can detect gas conditions, along with other products.

フィルムタッチセンサー

Film-based Touch Sensor
プラスチックフィルムをベース基材とした当社のタッチ
センサーは、薄い、軽い、曲げられるといった特長が
あり、グローバル市場でスマートフォン、タブレット、携
帯ゲーム機、産業用端末、モビリティなどに幅広く採用
されています。センサー単体だけでなく、カバーパー
ツと貼り合わせるなどモジュールでの提供も可能です。

Our touch sensors, which use plastic film as their base
material, are thin, light, and flexible. They are widely adopted in smartphones, tablets, portable game players,
industrial equipment, and mobility in the global market.
We can offer both modules combined with cover parts
as well as the sensors themselves.

フォースセンサーは、圧力を検知するセンサーです。フィ
ルムをベース基材としているため、薄く柔軟で、用途に
合わせた形状にカスタマイズできます。圧力に加えて
摩擦力を検出できるセンサーもラインアップしており、
入力ディバイスや、ロボットハンドの触覚センサーなど、
さまざまな用途に活用できます。

Our force sensors can detect pressure. Their base material is film, which makes them light and flexible, and
they can be customized into various shapes for different needs. We also offer sensors that can detect both
pressure and friction, which can be used in a range of
applications such as input devices and as tactile sensors
for robot hands.

半導体方式を中心に、ガスセンサーとその応用製品（セ
ンサーモジュール、完成品など）を手がけています。ガ
ス警報器や燃料電池自動車向けの水素ディテクター（検
知器）
・冷媒漏えい検知用のガスセンサーモジュールな
どの安全分野、空気清浄機などの環境分野、アルコー
ルチェッカーや口臭測定器などのヘルスケア分野といっ
た、幅広い分野に製品を展開しています。

Our gas sensor business offers semiconductor type of
gas sensors and sensor applied equipment such as modules and finished products. We provide a wide range of
products to many fields; gas alarms, hydrogen detectors
for fuel cell vehicles, and gas sensor modules for refrigerant leak detection in the safety field, air purifiers in the
environmental field, breath alcohol checkers and halitosis measuring devices in the healthcare field.

フォースセンサー

Force Sensor

ガスセンサー

Gas Sensor
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メディカルテクノロジー事業

Medical Technologies
医療機器やその関連市場において高品質で付加価値の高い製品を提供し、人々の健康で豊かな生活に貢献することを目指す事業です。
主力の低侵襲医療用の手術機器のほか、医療用ウェアラブルセンサーなどの製品を心疾患向けを中心に幅広い分野に提供しています。
現在はグローバルベースで大手医療機器メーカー向けの開発製造受託（CDMO）を展開するとともに、医療機関向けに自社ブランド製品を
製造・販売しています。

We offer high-quality and value-added products in medical devices and other related markets to contribute to healthy and affluent
life. We currently provide contract design/development and manufacturing services for major medical device manufacturers on a
global basis and sell own brand products to medical institutions. We offer its mainstay surgical instruments for minimal invasive
treatments as well as medical wearable sensors and other products used for a wide range of conditions, primarily heart disease.

開発製造受託

Design & Manufacturing
医療機器の設計・製造の受託サービスを展開し、 We are the trusted partner in the Design and Manufac特に単回使用医療機器分野を強みとしています。 turing of single use medical technologies. Our streamlined process combines decades of experience to deliver
試作〜量産までの一貫した製造体制と、高度管理
high-quality medical products. We leverage innovative
医療機器にも対応した品質管理システムで製品を technologies across our global footprint of unique ca提供します。グローバルに広がる医療機器拠点の pabilities to efficiently meet our Customer’s demanding
ケイパビリティを集約して、お客さまのニーズにお specifications and timelines.
応えします。

自社ブランド製品

Healthcare Solutions
患者さまのモニタリングや手術現場で使われる製

We manufacture and distribute high-quality Patient
品を病院向けに製造、販売しています。北米、欧州、 Monitoring and Medical Surgical Consumables direct to
Hospitals and Clinical Centers of Excellence. Our dedi日本において病院への直接販売やカスタマーサー
cated direct sales and customer service teams bring
ビスを展開しているほか、世界 60 カ国以上の病院 these solutions to market in North America, Europe and
Japan. Additionally, we extend our global reach to service
に提携代理店を通じて製品を提供しています。
over 60 countries through our Authorized Distributor
Network.
当社製品の多くはプライベートブランド製品として
の提供が可能です。高品質かつコストパフォーマン
スが高い製品を、お客さまブランドの製品として販
売できるようお手伝いします。
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Many of our products are available for private label
through our Custom Label Products group. With an eye
for quality and a focus on cost, we quickly brand and
launch these consumables as if they were your own.

Others

その他の事業

情報コミュニケーション

Information and Communication
出版印刷・商業印刷のほか、高精細デジタルアーカイブ撮影や布
への印刷など、さまざまな製品・サービスを提供しています。

We offer a variety of products and services such as publication
and commercial printing, high-definition digital archive photography, and fabric printing.

出版印刷・商業印刷

高精細デジタルアーカイブ撮影

ファブリック印刷

Publication and
Commercial Printing

High-definition digital archive
photography

Fabric Printing

美術印刷で培った高品質な印刷物を提供しま
す。 高品質で、小ロットや大判印刷にも対応
可能なデジタル印刷も提供しています。

国宝・文化財の撮影における豊富な実績と自社
開発の撮影システムで、世界最高レベルの超
高精細デジタルアーカイブ撮影を提供します。

ファブリック（布）への高精細な印刷を提供しま
す。壁紙やアパレル用途のほか、バックライト
と組み合わせて電飾看板として活用可能です。

We offer high-quality printing cultivated through
art printing. We also provide high-quality digital
printing that can be used for small lots and large
format printing.

We offer ultra-high-definition digital archive photography at the highest level in the world by utilizing our experience in photographing cultural
properties and our in-house photography system.

We offer high-definition printed fabrics. In addition to wallpaper and apparel applications,
they can be used as an illuminated signboard
in combination with a backlighting.

医薬品・化粧品

Pharmaceutical and Cosmetics
独自の処方設計、加工技術による特殊剤形を中心とした医薬品、
医薬部外品、化粧品を提供することで、医療、美容の発展に貢献
していきます。

We aim to contribute to the development of medical and
beauty through special dosage forms development based on
our unique formulation and manufacturing technology.

医薬品・医薬部外品

化粧品用溶解性マイクロニードルパッチ

Pharmaceuticals and Quasi-drugs

Dissolving Microneedle Patch for Cosmetics

自社開発の医療用医薬品と医薬部
外品の製造および製造販売を行っ
ています。

溶解性マイクロニードル（美容成分
をニードル状に成形したもの）を
応用したスキンケア化粧品を製造、
販売しています。

We manufacture and sell in-house
developed pharmaceuticals and
quasi-drugs.

We manufacture and sell skin care
cosmetics that use dissolving microneedles (where the beauty ingredient is molded into needle form).
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会社概要

Company Outline

NISSHA 株式会社

Nissha Co., Ltd.

代

者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者
鈴木順也

Chairman of the Board, President and CEO:
Junya Suzuki

業：1929 年 10 月 6 日

Founded: October 6, 1929

表

創
資

本

金：121 億 1,979 万円
※
2022 年 3 月末現在

Capital: 12,119.79 million JPY
*As of the end of March 2022

社

員

数：731 人（連結 5,409 人）
※
2021 年 12 月末現在

Employees: 731
(Consolidated number of employees : 5,409)
*As of the end of December 2021

連結子会社：65 社
※

Consolidated Subsidiaries: 65
*As of the end of March 2022

2022 年 3 月末現在

上 場 市 場：東証プライム
（証券コード 7915）

Stock Listings: Tokyo Stock Exchange, Prime Market
(TSE Code: 7915)
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主なグループ会社

Major Group Companies

国内

Japan

海外・Overseas

ナイテック工業株式会社

Nitec Industries, Inc.

Nissha USA, Inc.

株式会社エムクロッシング

M crossing Co., Ltd.

Nissha Eimo Technologies

ナイテック・プレシジョン・アンド・
テクノロジーズ株式会社

Nitec Precision and Technologies, Inc.

Nissha PMX Technologies, S.A. de C.V.

Nissha FIS, Inc.

Nissha Medical Technologies

Nissha Printing Communications, Inc.

Graphic Controls

Nissha F8, Inc.

Nissha Europe GmbH

Zonnebodo Pharmaceutical Co., Ltd.

Nissha Schuster Kunststofftechnik

Nissha SiMICS, Inc.

Nissha Back Stickers

Nissha Business Service, Inc.

Nissha SB Poland sp. zo.o.

Rakuhoku Landscape, Inc.

Nissha Metallizing Solutions

NISSHA エフアイエス株式会社
日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社

NISSHA エフエイト株式会社
ゾンネボード製薬株式会社

NISSHA サイミックス株式会社
NISSHA ビジネスサービス株式会社
株式会社洛北造園

Nissha Korea, Inc.
Nissha Industrial and Trading (Shenzhen) Co., Ltd.
Nissha (Kunshan) Precision IMD Mold Co., Ltd.
Guangzhou Nissha High Precision Plastics Co., Ltd.
Hong Kong Nissha Co., Ltd.
Taiwan Nissha Co., Ltd.
Nissha Industrial and Trading Malaysia Sdn. Bhd.
Nissha Precision Technologies Malaysia Sdn. Bhd.
Nissha Vietnam Co., Ltd.

18

NISSHA株式会社

Nissha Co., Ltd.

本社：604-8551 京都市中京区壬生花井町3

Global Headquarters: 3 Mibu Hanai-cho,
Nakagyo-ku, Kyoto 604-8551, Japan

T 075 811 8111（大代表）
www.nissha.com
2022. 09

T +81 75 811 8111 (Main switchboard)
www.nissha.com/english

