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信頼できる技術と人が支える

水と環境の総合コンサルタント

経営理念

高い目標への挑戦

技術と資本と信用の
蓄積と活用

社員を育て、
技術を育て、事業を育てる

社会に貢献し、
社会に信頼される魅力ある企業

　当社は、平成18年４月に従来の「コンプ
ライアンス・プログラム」を見直して2006
年版を制定いたしました。
　このプログラム内に「NJS倫理規程」を掲
げ、これを実践するための指針として「NJS
コンプライアンス行動基準」を策定し、役員
および社員がこの指針に基づきコンプライア
ンス経営を推進してまいります。
　平成17年４月には、個人情報保護法など
多くの法令が制定・改正され、企業の社会的
責任意識の高まり等を踏まえ、「NJS企業行
動倫理宣言」の見直しも行いました。平成
18年１月から今日まで、改正下請法、改正
独占禁止法、改正不正競争防止法、公益通報
者保護法等の法制環境の変化に対応するよう
な見直しを実施してまいりました。
　当社の会社ビジョンは、「水と環境の総合
コンサルタント」を目指すことであり、その
ために社会的使命を果たし、すべての企業活
動において企業倫理を確立し、法令を順守す
るコンプライアンス経営を推進することを、
上述の見直しを踏まえ、改めて広く社内外に
宣言します。

平成18年４月24日

	 代表取締役社長	 木 下 　 哲

NJSコンプライアンス経営宣言
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　平素のご支援ならびにご愛顧に対し、株主の
みなさまには厚くお礼申し上げます。
　当社グループは、水と環境の総合コンサルタ
ントとしての技術力、技術ツールなどを駆使し、
事業領域の拡大と持続可能な成長を堅持するた
めの経営戦略を推進するとともに、海外へ積極
的に事業展開を図り、受注の拡大に努めてまい
りました。
　国内においては、東日本大震災後、全社を挙
げた復旧支援の体制を築き、復旧・復興事業に
積極的に取り組んでまいりました。国の各種予
算措置による震災復旧・復興関連事業は長く継
続される予定です。しかし、全国的には公共事
業予算の削減傾向は続いており、企業間競争が
熾烈になるなど、経営環境は非常に厳しい状況
です。このような中で、当社グループは上下水
道事業におけるアセットマネジメント（資産管理、
施設の長寿命化対策等）業務、地震対策・浸水
対策関連業務及び経営関連業務などの積極的な
営業活動を行い、総合的な技術力を駆使したコ
ンサルティングサービスを提供してまいりました。
　一方、海外においてはクウェート、インドな
どでの大型案件を始め、アジア・中東・アフリ
カや中南米の各国において数多くの業務を受注
してまいりました。また、PPP（パブリック・
プライベート・パートナーシップ）方式による
インフラ輸出については、マレーシアにおける
上下水道事業の調査業務を受注するなど、あら
たな事業を展開してまいりました。
　当社グループは、新しい時代の変革及び国際
化に対応した経営戦略を積極的に推進し、今後

も継続すると予想される厳しい経営環境に臨ん
でまいります。今期も受注・売上拡大に努め、
原価管理、経費削減の徹底により経営体質を強
化してまいります。
　期末配当金につきましては、日頃の株主さま
のご支援とご期待にお応えし、安定した利益還
元を継続すべく、また、平成23年期の創立60周
年記念配当を加え、一株あたり2,200円（普通
配当2,000円、記念配当200円）とさせていた
だきました。（通期の配当金は昨年実施いたしま
した中間配当金2,200円と合わせて4,400円と
なります。）
　株主のみなさまには、今後ともより一層のご
支援・ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申し
上げます。

　平成24年３月

ごあいさつ

代表取締役社長
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株主のため

顧客のため

地域社会
のため

社員自身
のため

－ 社会的使命 －－ 社会的使命 －

会社ビジョンと経営の基本方針
　21世紀は水と環境の世紀であり、当社グルー
プは、人類生存に不可欠である良質な水の供給と
快適な生活環境の保全に、地球規模で貢献するこ
とを基本理念としております。
　この基本理念のもと、当社グループは、水と環
境の総合コンサルタントとして職業倫理・技術者
倫理及び企業コンプライアンスの徹底を推進しつ

つ、長年にわたる技術開発投資の成果である新技
術をベースに需要を創出して業務領域の拡大と深
耕を図り、併せて事業領域を拡大し、地球規模で
の社会資本の整備と水環境保全に貢献する事業活
動を行うことにより、持続可能な発展を継続し、
株主・社会・顧客・社員に利益還元を行うことを
経営の基本方針としております。

水と環境の総合コンサルタント水と環境の総合コンサルタント
− 会社ビジョン −

経営基本方針・経営戦略経営基本方針・経営戦略

ITシステム 経験 信頼 顧客基盤知的価値ノウハウ

海外 子会社

技術開発 企業価値

利益 売り上げ

域域
のの
拡拡
大大

領領
業業事事

域域
務務業業 領領

のの拡拡
大大

技術 人材 資本

－ 経営基本方針 －－ 経営基本方針 －
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当社企業集団（NJSグループ）
　当社グループは、次のように構成され、水と環
境に係る様々なニーズに応える「水と環境の総合
コンサルタント」として、国内・海外の上水道、

下水道及び環境・その他に関連する業務を行い、
新しい時代の変革及び国際化に対応した経営戦略
を積極的に推進してまいります。

オリオン設計

NJS
日本上下水道設計
NJS

日本上下水道設計

CEST

設計部門

管理部門

海外
コンサル部門

アウトソーシング
部門

連結グループ
関連グループ

B&E
Engineers

NJS
Consultants,

Inc.
NJS

Consultants,
Co., Ltd.

NJS
E&M

NJS
Design
Center

NICCI

NJS
Consultants
(OMAN), L.L.C.

Consorcio
NJS-SOGREAH

S.A.

主要な子会社（平成23年12月31日）
名　　　　　称 資　本　金 主要な事業内容

㈱エヌジェーエス・イーアンドエム 30百万円 上下水道事業を中心とした地方自治体の業務管理、経営
管理業務、システム開発業務

㈱エヌジェーエス・コンサルタンツ 400百万円 主に海外における上下水道事業、環境その他の総合コン
サルティング業務

㈱エヌジェーエス・デザインセンター 10百万円 フィリピン国におけるCADによる設計図等の作成業務
オ リ オ ン 設 計 ㈱ 10百万円 公共施設向け電気設備全般の設計業務
N J S  C O N S U L T A N T S ,  I N C . 800千米ドル 米国における技術者採用、情報収集等の業務
B ＆ E  E N G I N E E R S 507千米ドル 米国における都市開発等のコンサルティング業務

NJS CONSULTANTS(OMAN), L.L.C. 100千オマーンリアル オマーン国における上下水道事業、環境その他の総合コ
ンサルティング業務

CONSORCIO NJS-SOGREAH S.A. 1,000千コロン コスタリカ国における環境改善事業、上下水道事業、その
他の総合コンサルティング業務
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営業の概況－当期の概況
（平成23年1月1日〜平成23年12月31日）

■経営環境
　当連結会計年度におけるわが国経済は、東日
本大震災及び原子力発電所事故の影響などによ
り、企業の生産活動が一時的に低下しました。
その後、復興需要を背景に緩やかな持ち直し傾
向がみられたものの、欧州の財政危機や円高の
進行などの影響から、景気の先行きについて不
透明感が増す状況で推移しました。
　「水と環境のコンサルタント業界」を取り巻く
経営環境は、政府の補正予算による震災の復旧・
復興関連事業が展開されはじめたものの、被災
地以外の地域では震災以前から続く公共事業予
算の削減や、顧客ニーズの高度化や低コスト化
の要請を受け企業間競争が熾烈になるなど、非
常に厳しい状況が続いております。

■経営成果
　このような状況のもと、当社グループは国内
業務におきましては、東日本大震災後、全社を
挙げた復旧支援の体制を築き、被災自治体の復
旧・復興事業に積極的に取り組んでまいりまし
た。また、上下水道施設の長寿命化に向けた資
産管理（アセットマネジメント）及び地震対策、
浸水対策の分野などにおいて、引き続き積極的
な営業活動を行うとともに、総合的な技術力を
駆使し、経済性、安全性及び環境に配慮した様々
なコンサルティングサービスを提供してまいり
ました。
　一方、海外業務におきましては、アジアや中

南米を中心に積極的な営業活動を行い、クウェー
ト、インドなどの各国において大型案件を受注
いたしました。また、PPP（パブリック・プラ
イベート・パートナーシップ）方式によるイン
フラ輸出については、マレーシアにおける上下
水道事業の調査業務を受注するなど、あらたな
事業展開を図ってまいりました。
　さらに、当社グループを挙げて、原価管理及
び経費の削減徹底を継続して推進してまいりま
した。

■業績結果（連結）
　この結果、当連結会計年度の国内業務受注
高は9,540百万円（前連結会計年度比1.9％増）、
海外業務受注高は4,918百万円（同24.2％減）、
全体では14,458百万円（同8.8％減）となりま
した。
　売上高は、国内業務が9,469百万円（同2.4％
減）、海外業務が4,705百万円（同9.6％増）と
伸長し、全体では14,257百万円（同1.4％増）
となりました。
　利益面では、社外委託費や販売費及び一般管
理費の削減により営業利益は1,532百万円（同
47.1％増）となり、経常利益は1,650百万円

（同57.1％増）となりましたが、特別損失で投
資有価証券評価損1,344百万円を計上したこと
などにより当期純利益は44百万円（同92.7％減）
となりました。
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営業の概況－次期の見通し
（平成24年1月1日〜平成24年12月31日）

■今後の取組み
　平成24年期におきましては、厳しい経営環境

が続くと予想されますが、重点営業課題として、

防災関連業務、上下水道事業体の経営・管理業

務や、官民連携による上下水道整備等の新しい業

務形態への積極的な進出、さらに海外業務への

経営資源の集中、計画的な人材の育成や技術者

の増強等による経営基盤の強化、グループ内での

連携強化を進め、持続的な利益確保を図ってまい

ります。
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■通期の業績見通し（連結）
　平成24年12月期の業績見通しにつきまして

は、連結受注高は14,400百万円（当連結会計年

度比0.4％減）、連結売上高は14,000百万円（同

1.8％減）、経常利益1,310百万円（同20.7％減）、

当期純利益500百万円（同1,011.8％増）を予

定しております。
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事業戦略
【国内－新しいビジネスモデルを目指して】
　当社グループは、全国自治体の上下水道施設に対して、計
画設計を通じて「ものづくり」に貢献するとともに、浸水や
地震対策に対応する「新しいものづくり」に高度な解析を駆
使したソリューションを提供しております。
　今後は、膨大な上下水道施設のストックを適正に管理・運
営するため、経営コンサルティングのノウハウを活かしたア
セットマネジメント業務やリアルタイム運転管理システム・
PFI（民間活用）関連業務等の「新しいビジネス」を構築し、
自治体の健全な事業経営をサポートしてまいります。

【海外 － 主要プロジェクト】
　当社グループの海外部門である（株）エヌジェーエス・コ
ンサルタンツは、世界各国で積極的に事業を展開し、大型の
プロジェクトを始め数多くの事業を受注しております。
　今後も事業領域の拡大と持続可能な成長を堅持するため、
経営戦略を積極的に推進し、業界のリーディングカンパニー
として発展してまいります。

浄水場

下水処理場

管路

地震対策

河川・せせらぎ

浸水対策

経営診断

ものづくり
計画設計業務

新しいものづくり
高度な解析業務

新しいビジネス
健全な事業経営業務

●：新しいビジネス受注箇所

　アセットマネジメント業務
　リアルタイム運転管理システム
　PFI（民間活用）関連業務

都道府県別受注市町村数

水不足の危険度
高 低

東京
アルカディア

リマ

マニラ

ムンバイ

海外業務実績（87カ国）
海外拠点（6カ所）

コロンボ

ドバイ

浄水施設（浄水量：156,000㎥/日）

送配水施設（計画水量：955,000㎥/日）

アルバニア国【ティラナ市都市インフラ近代化プロジェクト】

クウェート国【アズール北部配水計画】
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NJSは
社会貢献を目指し

躍進します

Topics
　NJSグループは、社会的使命をモットーにこれまで蓄積された技術と経験を活かし、水と環境の分野に積極的に活動して
まいりました。今後、さらに企業の発展を目指し、社会に貢献できる企業となることを目標としております。

●日本工業経済新聞社主催（東京）
　／パネリスト派遣／水ビジネス

派　遣

派　遣

発　表

発　表

講　習研　修

●若手社員教育研修（NJS本社）
　／人材育成／木下社長講習風景

●IWAアジア太平洋地域会議組織委員会主催（東京）
　／論文発表／水ビジネス

●イラク共和国クウェート市職員研修（NJS本社）
　／講師／水道技術講習

●（財）愛知水と緑の公社主催（名古屋）
　／講師派遣／下水技術講習

●（社）日本水道協会主催（大阪）
　／論文発表／水道研究

8



連結財務諸表
連結貸借対照表

科目 前期
平成22年

12月31日現在

当期
平成23年

12月31日現在

●資産の部
流動資産 11,756 12,090
現金及び預金 5,904 6,126
受取手形及び完成業務未収入金 1,577 1,621
未成業務支出金 3,645 3,708
繰延税金資産 231 188
未払還付法人税等 － 162
その他 414 301
貸倒引当金 △17 △18

固定資産 8,799 7,186
有形固定資産 2,706 2,671
建物及び構築物 1,329 1,289
車両運搬具 10 12
工具、器具及び備品 39 43
土地 1,326 1,326

無形固定資産 73 71
電話加入権 18 18
ソフトウエア 54 52
その他 0 0

投資その他の資産 6,020 4,443
投資有価証券 2,361 2,568
長期預金 1,000 1,000
長期貸付金 38 35
繰延税金資産 810 524
前払年金費用 540 －
保険積立金 982 26
その他 300 288
貸倒引当金 △15 －

資産合計 20,555 19,277

（単位:百万円）

科目 前期
平成22年

12月31日現在

当期
平成23年

12月31日現在

●負債の部
流動負債 3,604 3,065
業務未払金 461 399
未払法人税等 253 147
未成業務受入金 1,830 1,492
賞与引当金 328 211
受注損失引当金 45 29
事務所移転費用引当金 11 －
損害補償損失引当金 － 20
その他 673 765

固定負債 1,798 1,353
長期未払金 145 116
退職給付引当金 1,649 1,191
資産除去債務 － 43
その他 2 2

負債合計 5,402 4,419

●純資産の部
株主資本 15,583 14,976
資本金 520 520
資本剰余金 300 300
利益剰余金 14,923 14,555
自己株式 △159 △398

その他の包括利益累計額 △430 △117
その他有価証券評価差額金 △401 △85
為替換算調整勘定 △29 △32

純資産合計 15,152 14,858
負債・純資産合計 20,555 19,277
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連結損益計算書 （単位:百万円）

科目 前期
平成22年1月1日〜
平成22年12月31日

当期
平成23年1月1日〜
平成23年12月31日

売上高 14,063 14,257

売上原価 9,976 9,825

売上総利益 4,086 4,431

販売費及び一般管理費 3,044 2,899

営業利益 1,041 1,532

営業外収益 108 160

営業外費用 99 42

経常利益 1,051 1,650

特別利益 31 86

特別損失 15 1,383

税金等調整前当期純利益 1,066 353

法人税、住民税及び事業税 445 209

法人税等調整額 1 99

少数株主損益調整前当期純利益 － 44

当期純利益 619 44

受注高・受注残高の状況及び売上高の内訳 （単位:百万円）

区分 前期
平成22年1月〜
平成22年12月

当期
平成23年1月〜
平成23年12月

受注高 15,852 14,458

国内業務 9,366 9,540

海外業務 6,485 4,918

受注残高 16,578 16,885

国内業務 7,599 7,700

海外業務 8,979 9,184

売上高 14,063 14,257

国内業務 9,659 9,438

海外業務 4,288 4,702

その他 115 115

（注）�上記区分別内訳は、セグメント間の内部取引高又は振替を調整後
の数値を記載しております。
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連結財務諸表
連結株主資本等変動計算書
当期（平成23年1月1日〜平成23年12月31日） （単位:百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額
純資産合計資本金 資本

剰余金
利益

剰余金 自己株式 株主資本
合計

その他有価証
券評価差額金

為替換算
調整勘定

その他の包括
利益累計額合計

平成22年12月31日残高 520 300 14,923 △159 15,583 △401 △29 △430 15,152

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △413 △413 － △413

当期純利益 44 44 － 44

自己株式の取得 △239 △239 － △239

株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） － 315 △2 313 313

連結会計年度中の変動額合計 － － △368 △239 △607 315 △2 313 △294

平成23年12月31日現在 520 300 14,555 △398 14,976 △85 △32 △117 14,858

連結キャッシュ･フロー計算書 （単位:百万円）

科目 前期
平成22年1月1日〜
平成22年12月31日

当期
平成23年1月1日〜
平成23年12月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,095 898

投資活動によるキャッシュ・フロー △33 8

財務活動によるキャッシュ・フロー △396 △652

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63 △32

現金及び現金同等物の増加額 601 221

現金及び現金同等物の期首残高 5,303 5,904

現金及び現金同等物の期末残高 5,904 6,126
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単体財務諸表
損益計算書 （単位:百万円）

科目 前期
平成22年1月1日〜
平成22年12月31日

当期
平成23年1月1日〜
平成23年12月31日

売上高 9,640 9,331

売上原価 6,515 6,212

売上総利益 3,124 3,118

販売費及び一般管理費 2,341 2,167

営業利益 783 950

営業外収益 121 171

営業外費用 － 0

経常利益 905 1,121

特別利益 － 84

特別損失 15 1,383

税引前当期純利益 889 △178

法人税、住民税及び事業税 368 9

法人税等調整額 8 81

当期純利益 512 △269

貸借対照表 （単位:百万円）

科目 前期
平成22年

12月31日現在

当期
平成23年

12月31日現在

●資産の部

流動資産 7,745 8,185

固定資産 9,816 8,113

有形固定資産 2,692 2,649

無形固定資産 63 64

投資その他の資産 7,060 5,399

資産合計 17,562 16,298

●負債の部

流動負債 1,509 1,268

固定負債 1,546 1,130

負債合計 3,055 2,398

●純資産の部

株主資本 14,906 13,983

資本金 520 520

資本剰余金 300 300

利益剰余金 14,245 13,562

自己株式 △159 △398

評価・換算差額等 △399 △83

純資産合計 14,506 13,899

負債・純資産合計 17,562 16,298
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株式の状況（平成23年12月31日現在）会社概要（平成24年３月27日現在）

株式の状況

所有者別株式数分布状況

大株主

役員一覧（平成24年３月27日現在）

取締役及び監査役 代表取締役社長 木下　　哲
常 務 取 締 役 久保　竹実
常 務 取 締 役 村上　雅亮
取 締 役 大川内　稔
取 締 役 竹内　正善
取 締 役 富崎　浩司
取 締 役 田中　　亮
取 締 役 土田　裕一
常 勤 監 査 役 吉原　哲二
監 査 役 久木　　實
監 査 役 坂村　　博
監 査 役 池田　　力

執行役員 執 行 役 員 戸來　伸一
執 行 役 員 秋山　義宏
執 行 役 員 光永　　功
執 行 役 員 若林　秀幸
執 行 役 員 中山　義一
執 行 役 員 秋山　暢彦
執 行 役 員 川崎　　達
執 行 役 員 篠永　典之
執 行 役 員 市川　　浩
執 行 役 員 木内　国彦

社 名 日本上下水道設計株式会社（ＮＪＳ）
所 在 地 東京都新宿区富久町6番8号
創 立 1951年9月
資 本 金 5億2,000万円
従業員数 528人
有資格者数 博士8人　技術士211人　一級建築士20人
※従業員数・有資格者数は平成23年12月31日現在の企業集団全体の数です。

●発行可能株式総数········320,000株
●発行済株式の総数········100,480株
●株　　　主　　　数········5,416名

金融機関
（9名　6,471株）

6.44% 証券会社
（12名　586株）
0.58%

個人その他
（5,320名
49,789株）
49.55%

自己名義
（1名　3,000株）

2.99%

外国法人等
（28名　2,185株）

2.17%

その他の国内法人
（46名
38,449株）
38.27%

株主名 持株数（株） 議決権比率（％）

日本ヒューム株式会社 34,200 35.1
株式会社みずほ銀行 2,480 2.5
新家　弘良 2,371 2.4
ＮＪＳ社員持株会 2,119 2.2
株式会社ジェー・イー・シー 1,401 1.4
日本生命保険相互会社 1,292 1.3
明治安田生命保険相互会社 960 1.0
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 751 0.8
東京海上日動火災保険株式会社 640 0.7
UBS AG LONDON A/C IPB 
SEGREGATED CLIENT ACCOUNT 600 0.6

自己株式 3,000 −
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豊かな環境づくりに広がるネットワーク

本社
内部監査部
法務部
品質システム室
広報室
管理本部
　総務部
　経理部
経営企画本部
　経営企画部
　人事部
技術本部
　アセットマネジメント部
　環境マネジメント部
経営工学研究所

九州支社
品質管理室
九州総合事務所
　営業部
　水道部
　設計一部
　設計二部
　施設部
北九州出張所
長崎出張所
熊本出張所
大分出張所
宮崎出張所
鹿児島出張所
沖縄出張所

アスベスト対策室
国際事業本部
河川事業本部
　河川部

西部支社
品質管理室
大阪総合事務所
　営業部
　水道部
　設計一部
　設計二部
　施設部
　アセットマネジメント部
広島事務所
松山事務所

滋賀出張所
京都出張所
奈良出張所
和歌山出張所
倉敷出張所
徳島出張所
高松出張所
鳥取出張所
境港出張所
山陰出張所
大田出張所
隠岐出張所
三次出張所
下関出張所
山口出張所
防府出張所
周南出張所
新居浜出張所
高知出張所

東部支社
品質管理室
O&M計画室
構造センター
東京総合事務所
　水道部
　設計一部
　設計二部
　設計三部
　設計四部
　設計五部
　設計六部
　アセットマネジメント部
札幌事務所
仙台事務所
関東事務所
千葉事務所
横浜事務所
長野事務所
静岡事務所
名古屋総合事務所
　営業部
　水道部
　設計一部
　設計二部
　施設部
北陸事務所　

函館出張所
釧路出張所
青森出張所
盛岡出張所
秋田出張所
福島市出張所
福島出張所 
茨城出張所
取手出張所
宇都宮出張所 
群馬出張所
相模原出張所
新潟出張所
上越出張所
山梨出張所
中南信出張所
岐阜出張所
高山出張所
三重出張所
富山出張所
福井出張所
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〒162-0067 東京都新宿区富久町６番８号
TEL：03（5269）4321　FAX：03（5269）9929 
ホームページ　http://www.njs.co.jp/
証券コード　2325

株主メモ
事 業 年 度 毎年1月1日から12月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年3月中
基 準 日 定時株主総会 12月31日

期末配当金 12月31日
中間配当金 　6月30日
その他 必要があるときは、あらかじめ

公告して定めます。
株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号

みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
公 告 方 法 電子公告により、下記当社ホームページに掲載いたします。

http://www.njs.co.jp/
ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得
ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。

上 場 取 引 所 東京証券取引所市場第二部
郵便物送付先・
お問い合わせ先

証券会社に口座をお持ちの場合 特別口座の場合

郵便物送付先

お取引の証券会社
になります。

〒168-8507
東京都杉並区和泉2-8-4

電話お問い合わせ先 0120-288-324
（フリーダイヤル）

お取扱店

みずほ信託銀行株式会社
　全国各支店
みずほインベスターズ
証券株式会社
　本店及び全国各支店

ご注意

未払配当金の支払、支
払明細発 行について
は、右の「特別口座の場
合」の郵便物送付先・
電話お問い合わせ先・
お取扱店をご利用くだ
さい。

電子化前に名義書換を失
念してお手元に他人名義
の株券がある場合は至急
ご連絡ください。

地球環境に配慮した植物油インキを使用しています


