COMPANY PROFILE
ニッケグループ会社案内

人と地球に
「やさしく、あったかい」
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情熱と誇りとチャレンジを。
人の一生に関わる多様な事業を通じて
「みらい生活創造企業」を目指します。
ニッケグループは、ニッケと50社余のグループ会社が一丸となり、“人と地球に「やさしく、あったかい」企業グ
ループとして、わたしたちは情熱と誇りをもってチャレンジして行きます。”という経営理念の下、人の一生に関わ
る多様な事業を通じて「みらい生活創造企業」を目指しています。
1896年に“ウールのニッケ”として誕生して以来、創業者川西清兵衛翁より脈々と続くチャレンジを重んじる
DNAを受け継ぎ、変革への挑戦を重ね、衣生活、住環境、ライフサポートビジネス（介護・保育・キッズ・スポーツ
等）にいたる幅広い分野で、
「 健康」
「 快適」
「 安全」を提供する企業グループへと成長。さらに、ユニフォーム事業・
産業機材事業の中国事業展開、バイリンガル幼児園やEコマース事業の展開、メディカル関連の事業化など、より
良い未来に向けた挑戦を始めています。
120年余の伝統を守りつつ、新たなニッケを創る気概を持ち、未開の分野に目を向け、
「 高機能商品」
「 地域
No.1サービス」の提供に果敢に挑戦することで、
「 RN130 ※第一次中期経営計画」に掲げた目標を達成。事業活
動を通し社会的な課題解決や心豊かな生活に貢献するとともに、コンプライアンスや企業の社会的責任を重ん
じ、ステークホルダーの皆様から信頼され、社会から必要とされる企業グループを目指していきます。
※リニューアルニッケ130 : 創立130周年に向けた中長期ビジョン
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届けます、
次世代のユニフォーム。
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ニッケ deミッケ① スクール・ユニフォーム

卒業まで美しい制服で、学生生活を応援
学生服は“ウールのニッケ”を代表する製品です。日本の羊毛業界
を牽引してきたニッケの制服は多くの教育現場で採用され、着用人

快適で豊かな学生生活を過ごしていただけること。それが、わたした
ちニッケの願いです。

数シェアは全国No.１。皆さんが学生服を着た経験をお持ちでした

また、ニッケでは、制服事業に長く携わる企業グループとして、その

ら、半数以上の方が当社の製品に手を通していただけたことになり

社会的責任を果たすべく、未来を担う子どもたちを支援する取り組み

ます。

も始めています。制服を社会や教育という視点から見つめ直す「ニッ

より美しく、機能的かつ快適な素材を追求するニッケの挑戦に終

ケ教育研究所」を2019年10月に設立し、今後さまざまな支援活動に

わりはありません。蓄積した120年の技術をベースに研究を重ね、ウー

発展させていく考えです。

ル由来の新たな素材やハイブリッド素材を次々と送り出しています。

▶ 詳しくはP9・14へ

2017年に販売を開始した、洗えるウール『MIRAIZ』はその一つで
す。
「ウールの上質な風合いはそのままに、手軽に洗濯ができる制服

洗えるウール、つづく上質

MIRAIZ

があれば」という保護者や子どもたちの声をもとに、1本の糸から開
発をスタートしました。当社開発担当の試行錯誤の結果生まれた新
素材は、特許技術「インスパイラルスピン製法」による糸で織られた
ウール混率の高い高級学生服素材で、表面はウールの美しさを保ち

横から見た
糸の拡大図

新・交撚糸

※イラストはイメージです

糸の断面図
ウール

ポリエステル
フィラメント

ながら、高強力性やストレッチ性も実現。家庭で洗濯が可能、上質で
長持ちというご要望のすべてを満たした製品として、高評価をいただ
いています。“卒業のその日まで美しい制服”を着用する多くの方に、

ウールの糸の内側に、ポリエステルをクルクルとバネのように
入れています。ウールと合繊が持つメリット・機能性を複合さ
せ付加価値を高めたハイブリッド素材です。
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青空を庭に︒
発想力で未来を創ります︒
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ニッケ deミッケ② コルトンプラザ・ツムグテラス

コンセプトは、暮らし続けられる街
繊維と並ぶ基盤事業に発展、持続可能な社会に貢献する事業として注目されているのがニッケ
の「街づくり」です。ニッケコルトンプラザは、千葉県市川市の中山工場跡地を活用した複合ショッ
ピングセンターで、30余年を経た2019年に一部施設をリニューアル。
「子育てしやすく、住みやす
い街づくり」をテーマに、アネックス棟（ツムグテラス）に「空中庭園を持つ都市型保育園」を計画し
実現しています。園庭の無い保育園が多いなかで、ツムグテラス2Fの120㎡の中庭園庭では、青空
のもと子どもたちがのびのびと走り回り、さらに商業施設内に親と子どもたちの交流スペースを
設けるなど、子育て世代がこの街で豊かに便利に暮らし続けられる環境を創出しています。
この開発事業は、全国ワースト3の待機児童問題、子育て世代流出による地域コミュニティの希
薄化といった市川市の地域課題への新たなアプローチであ
り、また長年の街づくりへの貢献も評価され、2019年繊研
新聞社主催の「第21回ディベロッパー&テナント大賞」におい
て地域共生賞、2020年キッズデザイン協議会主催「第14回
キッズデザイン賞 子どもたちを産み育てやすいデザイン部門」
を受賞しています。
▶ 詳しくはP11へ

市川市初のバイリンガル幼児園を設置
（ツムグテラス）

人と文化。
集いながら、育てます。

ニッケ deミッケ③ 野外クラフト展『工房からの風』

豊かな地域・生活文化の醸成に貢献
「 工 房からの風・c r a f t i n a c t i o n 」は ニッケコルトンプラザ（ 千 葉 県市川市 ）の 一 角で
2 0 0 1年より開 催してい る野 外クラフト展で 、年 に一 度 の 大きな 文化イベントとなってい
ます 。
展 示ブースの 一つひとつ が 小さな ギャラリー 。暮 らしに 生 きる 工 芸 や クラフト の 制 作
者 が 、緑 茂る 鎮 守 の 杜 に 集 い 、地 域 の 皆 様と作 品 を 介 し な が ら 、和 や か な 交 流 のとき
を持 ちます 。繊 細 なアート 細 工 、楽しさを 感じる工 芸 品 など個 性 的 な 作 品 が 並 び 、暮 ら
しに 豊 か な 風を 運 ぶクラフト展 を心 待 ちにされる方 が 年々増えています 。
ニッケグル ープ は 、
「 工 房からの風 」プ ロジェクトを 通じて 、地 域コミュニティ再生と作
り手（出 展 作 家）の育成に貢 献しています。
地 域との 結 びつきを大 切 に 、生 活 文化 の 醸 成 に寄 与
する 取り組 み は 、メセ ナ 大 賞 ※ にも選 ば れています 。作
り手と使 い 手 、伝 え手 が 、心と心 を 紡 ぎ 、この 出 会 い を
次のステップにつなげ ていただきたいと考えています 。
※「 メセナアワード2 0 16 」公 益 社 団 法 人 企 業 メセナ 協 議 会 主催

▶ 詳しくはP11へ

文化イベントで地域コミュニティを活性化
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ニッケグル ープの 事業領域

「みらい生活創造企業」を目指す、ニッケグループ
未来と技術を支える

暮らしと文化を支える

Industrial Machinery
& Materials

グロー バ ル 市 場に向 けた 顧 客 価 値 の 創 造

開 発 力・製 造 力による高 機 能 製 品 の 提 供

産業機材事業

衣料繊維事業

19012億円

31311億円

●自動車関連 ●環境関連 ●その他産業関連
●生活関連 など

KPI：セグメント別売上高 2020年11月期

連結子会社
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Textile & Clothing
Materials

社

●学校制服用素材販売 ●ビジネスユニフォーム用素材販売
●一般衣料用素材販売 ●糸販売 など

KPI：セグメント別売上高 2020年11月期

連結子会社

社

４事業すべてを
「本業」
と位置づけて成長、
グループシナジーを最大化し
持続可能な社会の発展に貢献していきます。

健 康 で 豊 かに暮らせる
街 づくりと次 世 代 育 成

人とみらい開発事業
●通信
●ショッピングセンター
●スポーツ施設
●ソーラー発電

●不動産
●フランチャイズ
●介護
●保育
●キッズランド など

ニッケグループは、未開の分野に目を向け、技術とサービスを磨
くことにより、オンリーワンの地位を築くことを目指します。

Human & Future
Development

34417億円

事業、この４事業部門を独立した企業として位置づけるディビジョ
ンカンパニー制のもとでスピーディーな事業経営を図り、また事

KPI：セグメント別売上高 2020年11月期

連結子会社

衣料繊維事業、産業機材事業、人とみらい開発事業、生活流通

業複合体として互いのシナジーを高めることで、11期連続で親会
社株主に帰属する当期純利益増益を成し遂げています。
さらなる成長に向けて、各事業ともにVOC（Voice Of Cus-

社

人と社会を支える

tomer）※を戦略化、単なる「プロダクトアウト」から「マーケットイ
ン」活動を進め、社会に新たな価値を創造する製品やサービスを
提供していきます。
※顧客の要求、市場の動向を継続的に検証し、事業に反映させる企業活動

社 会と、未 来を見 つめて 、
ニッケ 独 自 のビジ ネスモデ ルを開 拓

心 豊 かな 生 活を支える
商 品・サ ービ ス の 開 発

生活流通事業
●保険
●家具・雑貨
●ホビー・クラフト

●家電
●寝装
●馬具 など

16713億円

KPI：セグメント別売上高 2020年11月期

連結子会社

社

メディカル資材事業

研究開発センター

ニッケグループが培ってきた

４事 業 領 域の、さらに一 歩 先

繊維加工の技術とノウハウを

にある成長分野を研究開発領

生かし、ライフサイエンス分野

Consumer Goods &
Services

域とし、
「 健 康・快 適」
「 環 境」

で幅広い活用が期待できる試

「 安 全・安心 」を 軸 に 、新 たな

薬や医療機器などの開発・製

テーマ発掘と商品・素材・サー

造・販売を行っています。

ビス・技術の開発を進めます。

連結子会社数55社（4事業領域外2社含む）
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ウール由来の先端素材、
ハイブリッド素材を開発、提供しています

PICK UP！
中国でのスクールユニフォーム事業を加速
青島日毛織物有限公司上海分公司

Textile & Clothing Materials

を2018年に設立。小・中・高合わせ
て学生数約1億6千万人という中国

衣料繊維事業
■事業分野

市場で、ハイクラスの私立学校等を
ターゲットにしたユニフォーム事
業を本格的に展開します。

中国での展示会

ニッケ120年の技術力を活かした素材開発

ユニフォーム分野

学校制服用素材販売、ビジネスユニフォーム用素材販売

テキスタイル分野

一般衣料用素材販売

ヤーン分野

毛織物メーカーとして創業時より蓄積した技術で、素材開発へのチャ
レンジを継続。機能性を高めたファッション衣料から、防火・防護服
に使われる高機能素材にいたるまで、ウール由来の先端素材を開発

新素材を研究開発

糸販売

多くの学校・企業がニッケのユニフォーム素材を採用
■衣料繊維事業 ビジネスモデル

学生服を中心とした制服事業はニッケの安定成長を支える分野。

原材料

〈ユニフォーム〉
●学校向け ●企業向け
●官公庁向け

●原毛
●羊毛トップ

（原毛と糸の中間製品）

生地

岐阜工場／
印南工場 など

〈テキスタイル〉
●アパレルブランド向け

糸

スクールユニフォーム

ブランド向けテキスタイル素材を開発し販売
ダースーツ「NIKKE1896」など、メンズ・レディース向けファッション

生地

衣料繊維事業は、祖業となる繊維事業をベースに、ユニフォーム、テキスタイル、売
糸の3つの事業を展開しています。伝統と革新によって築いたニッケの製造力と開
発力は、国内はもとより海外でも高く評価されています。

TORNADO with PBI」をはじめ革新的素材を開発し提供

「MAF」
「GOLDEN MAF」に代表される最高級素材、プレミアムオー

国内
海外

「MIR AIZ」、新・環境配慮型素材「PL ABINA ® 」、防火服「Nikke

素材ならびに製品を開発

NIKKE1896 神戸店

独自性の高いオリジナル原糸を企画販売
ウールの一貫生産メーカーとしての強みを生かし、世界各国から厳
選した梳毛紡績 原料を調達し、ニッケオリジナルの原糸を企画し
販売
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ニッケオリジナル原糸

自動車関連や環境関連など、
幅広い分野で顧客価値提供を目指します

て注目されるのが、
アンビック㈱が製
。
造する不織布フェルト
「ヒメロン 」

産業機材事業
自動車関連分野
環境関連分野
その他産業関連分野
生活関連分野

主要メーカーで採用され、自動車の
EV化が進む中で一層の需要拡大
が期待されます。

既成概念に捉われない製品開発・技術開発を積み重ね、顧客の多様

集塵用フィルター、エネルギー関連

営業・生産拠点も拡充

なニーズに呼応。グローバル市場の拡大を目指し、欧米やアジアでの

OA・家電向け資材、工業用資材、半導体関連装置、
画像検査装置
ラケットスポーツ関連、フィッシング関連、
生活関連資材、楽器関連

部品

●原毛 ●糸
●チップ（化学繊維の原料）

アンビック
（株）
（株）ゴーセン
（株）ニッケ機械製作所
（株）エミー

不織布フェルト
「ヒメロン 」

設計力と開発力でグローバル市場を拡大

車両向け不織布、縫製糸、モーター結束ひも、
ファクトリーオートメーション設備

EVモーター結束ひも

自動車関連（ＦＡ設備、資材）事業を強化
EVなど環境車に必須の資材を開発・提供するなど、技術革新を促
進。また東北に新工場を設立し、先端技術向けファクトリーオート

■産業機材事業 ビジネスモデル
原材料

需要が高まる環境車向け資材
自動車の静音化につながる製品とし

Industrial Machinery & Materials

■事業分野

PICK UP！

メーション（FA）設備の提供を拡大
自動車
関連
環境
関連
その他
産業関連
生活
関連

●FA設備 ●緩衝材など
（不織布）

㈱ニッケ機械製作所FA設備

●エアバッグ･シートベルト用縫製糸
（糸）
●モーター結束糸
（ひも）
●フィルター（不織布）●エネルギー関連設備
●資材全般（フェルト･不織布･糸・ひもなど）
●半導体関連部品

環境課題に貢献する製品、システムの提供
環境関連を自動車と並ぶ成長分野と捉え事業規模を拡大。ごみ焼却
施設向け環境用高機能フィルターの提供などを通じて、大気・水質
汚染などの環境課題に貢献

環境用高機能フィルター

●スポーツ関連（テニス･バドミントンガットなど）
●フィッシング関連（釣り糸など）
●楽器用資材（フェルト）●ホビー用資材（フェルト）

その他産業・生活関連の幅広い製品を提供

繊維工場の修繕部門が独立し発展した㈱ニッケ機械製作所、フェルト製造・販売の

OA・家電向け資材、半導体関連部品などの産業用関連製品、さら

アンビック㈱、糸の製 造・販売の㈱ゴーセン、貿易商社の㈱エミー。4つのグループ

にテニス・バドミントン などのス ポーツ関 連 、楽 器 用フェルト・

会社で、未来と技術を支える製品を提供します。

ホビー用フェルトなど生活関連製品を提供

ピアノハンマーフェルト
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「街づくり＝暮らしづくり」を通して、
人々の未来を豊かにしていきます

ウン本館が、“子育て応援ショッピ

人とみらい開発事業
■事業分野

ライフサポート分野
通信分野

ニッケパークタウンが
「リノベーション賞」
兵庫県加古川市のニッケパークタ

Human & Future Development

開発関連分野

PICK UP！

ングセンター”をコン セプトにリ
ニューアル。社 会 的 役 割を果たす
SCとして「第8回日本SC大賞」リノ
ベーション賞を受賞しました。

ニッケ創業の地での開発事業

地域とともに発展する街づくり、不動産開発

商用施設運営、不動産関連、建設関連、電気設備工事関連、
ソーラー売電

工場跡地等を生かし、街の将来像を見据えながら、地域とのつなが

保育・学童保育関連、介護関連、スポーツ関連

な」
「豊かな」
「幸せな」未来を創造

りを重視した複合的な街づくりを行い、その地域に住まう方の「元気
ニッケコルトンプラザ ツムグテラス

通信関連

新規サービス分野

菓子類販売、児童向けアミューズメント施設、フランチャイズ

地域で圧倒的No.1の商品・サービスを提供
CS（顧客満足）およびES（従業員満足）を常に追求。地域の活性化や
文化振興、次世代の育成など、さまざまな視点から地域ニーズに寄り

■人とみらい開発事業 ビジネスモデル

通信

ショッピング
センター

添う、独自性の高い商品・サービスを提供
スポーツ
施設

ソーラー
発電

街づくり
●住みよい街づくり
●地域の活性化

開 発と運 営

●健康・安全・安心
の促進

資

産

不動産

フラン
チャイズ

介護

保育

キッズ
ランド

●雇用の創出

繊維に次ぐ第2の柱を育てるべく、1970年代に本格化した開発事業。積み重ねた信
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バイリンガル幼稚園

ライフサポート関連（介護・保育）事業の拡大
地域の行政・医療機関・地域社会と連携。小規模多機能型居宅介護、
デイサービス、バイリンガル幼児園運営など、ニッケゆかりの地域を
中心に介護・保育関連事業を展開

ニッケあすも市川

多彩な事業で心豊かな暮らしを応援

用力をベースに、ショッピングセンター、介護、保育、スポーツスクール、通信など、人

スポーツ事業（テニススクール・ゴルフスクール・バッティングセン

の未来を創造する事業を展開しています。

ター・乗馬クラブ）、携帯電話販売事業、アミューズメント事業など、
グループ企業の特性を生かした事業を数多く展開
テニススクール

グループ内外の販売流通サービスを起点に
暮らしの豊かさを広げる事業を展開します

PICK UP！
グループの総合力で、Eコマース事業を拡大
ニッケグループの総合力とグルー

Consumer Goods & Services

プで扱うさまざまな商材を生かし、
EC事業を強力に推進。メーカー直

生活流通事業
■事業分野

販モデル（DtoC）比率の向上を図
るとともに、SPA（製造小売）化も推
し進めていきます。

Eコマース取り扱い商品

商社機能を活かした販売・物流サービス

寝装品・業務用品分野
生活雑貨分野

寝装品、災害用備蓄毛布、オーダースーツ

毛布の製造販売を行うニッケ商事㈱を中心に、商社機能を活かし

EC向け家具・生活家電・雑貨販売、100円ショップ向け雑貨販売

た、グループ内外に対する販売・物流サービスを提供
寝装関連製品

ホビー･クラフト分野
その他

スタンプ用インク・スタンプ販売、手編み毛糸、乗馬用品販売

ビジネスの多角化、業際化を推進

保険代理店、コンテナ販売、物流関連

既存事業の深耕と成長に加え、家電や保険事業など異業種への参入
や事業分野にまたがる業際ビジネスを実現

■生活流通事業 ビジネスモデル

生活家電

保

Eコマース
の体系

険

ホビー・クラフト

家具・雑貨

（

）

関係性の高い
領域同士の連携

自由な発想で、新たな価値・市場を創造
事業の枠に捉われない自由な発想力で、EC向け家具や100円ショッ
プ向け雑貨、ホビー・クラフト用品や乗馬用品まで、顧客ニーズを捉

寝

装

家
馬

電

物流機能との
一体サービス

具

えた商品・サービスを開発し提供

ホビー・クラフト用品

SNSマーケティングを強化し、収益を拡大

祖 業である毛布の製 造 販 売を取り扱う寝装事業をベースに、ホビー関連、Eコマー

ITを活用した販売ネットワークを構築し、物流システムの基盤強化

ス、貿易代行など業際的な事業を展開。新たな企業をグループに加えることで事業

を行うことで、グループ内外に対してより優位性のある貿易・商品

組織を活性化し、さらなる成長につなげています。

流通販売機能を提供
（株）AQUAのECサイト
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ニッケグル ープの ESG経 営

環境や社会、未来に
「やさしく、あったかい」

E
環境

13

研究開発から製造、技術、販売、
流通にいたるあらゆる分野において、
グループ全従業員が
積極的に環境保全活動に
取り組んでいきます。

S
社会

ステークホルダーの皆様との
信頼関係を築くことにより、
持続的な成長と
企業価値の向上を
目指します。

G
ガバナンス

企業の透明性と公正性を
確保するとともに、
株主をはじめとする
ステークホルダーの皆様から
信頼される経営を目指します。

E

E

E

S

地球環境に“やさしい繊維”
ウール

ニッケZQ環境教育支援
プログラムの実施

合計出力約29.5MW
「ニッケまちなか発電所」

制服の効用を探る
「ニッケ教育研究所」

ウール繊維は湿気などを調節するため冬

東京都内高校の生徒31名をニュージーラ

ニッケゴルフ倶楽部土山コースの跡地を

“誰も置き去りにしない”の理念のもと教

暖かく、夏涼しく、また天然のたんぱく質

ンドのZQ牧場へ招待。事前勉強会や牧

活用した明石土山メガソーラー発電所

育研究所を2019年に開設。制服がもたら

なので微生物に分解され土に還ります。

場見学を実施しながら「持続可能な消費

など、遊休地や事業所の屋根上を活用し

す行動変化、学校制服導入と衣服の経済

環境負荷の少ないエコ素材として、
その優

と生産」
について学んでいただくニッケ独

た太陽光発電所を、関西・関東の11ヵ所

性等を科学的に調査し、今後さまざまな

れた特性が改めて見直されています。

自の環境取り組みを毎年行っています。

で開発し運営しています。

教育支援活動につなげていきます。

S

S

S

S

31回目のコルトンプラザ
盆踊り大会を開催

ダイバーシティ・
ワークライフバランスの推進

成長を支援する、
人財育成制度

親子４代にわたり、
ニッケに勤める

地域の皆様と行う盆踊り大会は、コルト

ニッケでは、高齢者や障がい者、外国人

自ら「考え」
「行動に示し」
「変革していく」

1代目の砂川数一さんは、創業者川西清

ンプラザがまだ中山工場であった時か

など多様な人財の雇用を推進。また、男

能力を持ったチャレンジする人財を育て

兵衛翁が印南工場を建てた年に総務に

ら、ニッケが継続して行っている地域貢

女ともに仕事を続けながら子育てや介

るのがニッケの人財育成です。“成長しよ

入社。以来4代、ニッケで勤められてきた

献活動です。地域密着の取り組みが評価

護ができるように、法定日数・期間を上

うと努力する社員に対して支援する”研

本川さん親子。人を大切にする会社とし

され、
『地域共生賞』も受賞しています。

回る休職制度を整えています。

修プログラムを充実させています。

て、
従業員や地域に愛され続けています。
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ニッケグル ープの 軌跡

120年かけて育んだ
「やさしく、あったかい」

NIKKE GROUP HISTORY

歴史を紡ぐ120年の想い
ニッケは毛織物メーカーとして1896年に
創業。この企業を、熱意と経営手腕により、日
本の羊毛業界のリーディングカンパニーへと
育て上げたのが、
創業者・川西清兵衛翁です。
日本毛織の製品は市場で高く評価され、戦
前では官公需を中心とする安定した制服市
場を確保。新事業にはリスクとリターンの見
極めを慎重に行うなど、安定かつ堅実な事
業経営で日本毛織を発展させてきました。そ
の一方で、大空への夢を叶えるべく航空機
メーカーを設 立、牧 場 経営にも乗り出すな
ど、夢とロマンを追う企業家精神を持ち合わ
せていました。
情 熱と、誇りと、チャレンジを。120 年を
経た今もニッケのDNAは変わることなく熱
く引き継がれています。“人と地球に「やさし
く、あったかい」企 業グループ ”という理 念
のもと、時 代とともに変化する経営環 境に
柔軟・迅速に対応し「複合事業企業」へ変化
することで、持続的な企業成長を遂げてい
ます。
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黎明期（創業）

1896 明治29年
日本毛織株式会社

1949
設立

1958

赤毛布製造

1991

昭和24年

昭和33年

平成3年

2013 平成25年

ニッケグループ第二世紀へ

1996

昭和36年

ニッケまちなか発電所明石土山開業
平成8年

創立100周年
愛知県一宮市にニッケ創作工房を開設

ニッケ不動産（株）設立

1964

日毛（上海）管理有限公司を設立
南海毛糸紡績（株）
をグループ会社化
（現・
（株）
ニッケテキスタイル）
NN120ビジョン第二次中期経営計画
4事業部制へ変更

大阪市中央区瓦町3丁目3-10に現本社ビル完成

鵜沼工場操業開始（現・岐阜工場）

1961

2012 平成24年

平成2年

ニッケミラノオフィス開設

新制東京証券取引所設立、
同年1部に上場
証券コード
（3201）

1899 明治32年
加古川工場操業開始

1990

戦後〜高度成長期

昭和39年

日本でのウールマーク使用認可第1号を取得

1900 明治33年

創業130年に向けて
構造改革期

陸海軍省に初めて毛布を納入

1902 明治35年

1970

東京出張所開設（1913年 支店に昇格）

1998

中国青島市に青島日毛織物有限公司設立

昭和45年

ニッケ機械製作所を設置
（1978年
（株）
ニッケ機械製作所として独立）

1903 明治36年

1974-1975

技術者のヨーロッパ派遣

昭和49〜50年

1984

日本フェルト帽体（株）( 現・アンビック
（株））創立 川西清兵衛出資

昭和59年

1987

1988

1937 昭和12年

昭和63年

1896-1945
1900

1910

1920

1940

1950

（株）
ニッケ・メディカル設立
中国スクールユニフォーム業務展開のため
青島日毛織物有限公司分公司を上海に設立

医療機器販売の
（株）京都医療設計を
グループ会社化
ニッケコルトンプラザでバイリンガル
幼稚園を備えたアネックス棟開設
10期連続営業利益増益を達成

100

構造改革期

years

1970-1995
1960

2019 平成31年

通称社名ニッケを採用

1946-1960
1930

2018 平成30年

2008 平成20年

戦後〜高度成長期
黎明期（創業）

（株）
ニッケライフ、
KidsDuo あざみ野・
保育園（加古川）開園

連結売上高1,000億円を超える
NN120 ビジョン策定、
「繊維」
「非繊維」
の意識をなくし、全ての事業を
「本業」
と
位置づけ6事業部制に

千葉県市川市中山工場跡地にショッピング・
飲食・スポーツなどの複合施設
ニッケコルトンプラザオープン

神戸市神戸区明石町47に本社ビル
（現本店）建設

2017 平成29年

信成商事
（株）
・松本
（株）
・エイコー寝装
（株）
の3社が統合しニッケ商事（株）
が発足

2007 平成19年

昭和62年

（株）
ニッケレジャーサービス設立

印南工場操業開始

平成13年

スポーツ用品・釣糸・産業用資材製造・
販売の
（株）
ゴーセンをグループ会社化

加古川工場跡地にショッピングセンター、
ニッケパークタウンオープン

1919 大正8年

2001

創立120周年
RN130 ビジョン策定

2006 平成18年

赤字決算、構造改善と生産体制の再構築

1917 大正6年

2016 平成28年

平成10年

1970

1980

1990

ニッケグループ第二世紀へ

1996-2015
2000

2010

創業130年に向けて

2016 >>>
2020

130
years

16

事業 拠 点

ニッケ

日本全国へ、
さらに世界へ
「みらい生活創造企業」
として成長を続けています。

衣料繊維事業
産業機材事業
人とみらい開発事業
生活流通事業

ニッケ印南工場

ニッケ東京支社

ニッケパークタウン

アカツキ商事株式会社 ▶衣料用素材・商品の販売

ニッケ乗馬クラブ・クレイン加古川

佐藤産業株式会社 ▶衣料商品の販売および不動産の賃貸

株式会社ニッケ機械製作所 ▶産業用機械の製造販売

株式会社ツキネコ

株式会社ニッケライフ

ミヤコ商事株式会社 ▶家具・室内装飾品・日用品雑貨等の販売

▶スタンプインク製造販売

株式会社こどものかお

ニッケ神戸本店
ニッケ不動産株式会社 ▶建設・不動産

株式会社日本馬事普及

株式会社 ニットーファミリー

株式会社スクーデリア ▶総合在宅介護サービス

株式会社IDクリエイト
株式会社中田工務店 ▶総合建設

ニッケコルトンプラザ
ニッケ・タウンパートナーズ株式会社

金屋ニット株式会社

日本パムコ株式会社

株式会社京都医療設計

コスモ・メンテナンス株式会社

株式会社京阪電気商会
第一織物株式会社

アンビック株式会社 ▶不織布・フェルトの製造販売

株式会社ナイスデイ ▶家具・寝装品・インテリアの製造販売

日本フエルト工業株式会社
ホクレン株式会社

ニッケ中四国・九州営業所
株式会社キューテック

株式会社艶金

▶デザイン家電、
インテリア雑貨、化粧品のネット販売・小売

ニッケ一宮事業所
ニッケ創作工房

ニッケ大阪本社

株式会社ニッケテキスタイル ▶毛糸・テキスタイル販売

株式会社ニッケ・メディカル

大成毛織株式会社

株式会社ナカヒロ ▶衣料用素材・商品の販売

株式会社ニッケ起ダイイング

株式会社ゴーセン ▶スポーツ用品・釣糸・産業資材の製造販売

尾州ウール株式会社

株式会社エミー

株式会社ニッケ・ケアサービス ▶介護事業

▶産業資材・プラント設備等の輸出入

ニッケアウデオSAD株式会社 ▶フランチャイズ事業・キッズ事業

株式会社ニッケ物流

株式会社ジーシーシー

株式会社ニッケウエルネス ▶スポーツ関連事業

イー・モーション株式会社
ニッケ商事株式会社
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ニッケ岐阜工場
ニッケ名古屋営業所

株式会社AQUA

株式会社友栄

▶

寝装品・手編毛糸・イージーオーダーの販売、
馬具・乗馬用品の販売および貿易代行

▶100円ショップ向け雑貨の卸売り

ニッケ
衣料繊維事業
億明貿易
（厦門）有限公司 昆山分公司
青島日毛織物有限公司

江陰安碧克特種紡織品有限公司

産業機材事業
人とみらい開発事業

日毛（上海）管理有限公司

▶毛織物製造

生活流通事業

青島日毛織物有限公司 上海分公司
上海高繊制紐有限公司
安碧克（上海）
貿易有限公司

ニッケミラノオフィス

億明貿易
（厦門）有限公司
EMI Co.,Ltd. Taiwan Ofﬁce
ゴーセンタイランド
ニッケタイランド
EMI Trading & Engineering (India) Pvt. Ltd.

会社概要（2020年11月30日現在）

連結損益状況（2020年11月期）

通称社名

ニッケ

売上高(百万円)

社

名

日本毛織株式会社

営業利益(百万円)

9,048

本

社

〒541-0048

経常利益(百万円)

12,655

設

立

1896年（明治29年）12月3日

大阪市中央区瓦町3丁目3-10

資 本 金

6,465（百万円）

従業員数

連結：4,770名
単独：504名（2020年11月30日現在）

上場区分

東証１部

代 表 者

ニッケグループ代表
代表取締役社長 富田 一弥（トミタ カズヤ）

104,915

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)

7,121

事業部別損益状況（2020年11月期）
売上高(百万円)
営業利益(百万円)

衣料繊維事業本部

産業機材事業本部

31,399

19,057

人とみらい開発事業本部
34,468

生活流通事業部
16,783

2,216

1,289

5,949

1,168
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