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（注）株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

信託銀行
22.49%
（134,107千株）

その他の金融機関
16.25%
（96,911千株）

外国人
30.06%
（179,297千株）

個人・その他
19.87%
（118,509千株）

自己名義株式
3.52%
（21,048千株）

その他国内法人・証券会社
7.78%
（46,410千株）

保有株式数
ベース

株主優待に関するお知らせ
株主の皆さまにおかれましては、弊社及びグループ会社を日頃より応援いただき、
誠にありがとうございます。
2022年3月株主優待に関しまして、下記の通りお知らせいたします。

大変多くの株主様にご応募いただき、厳正なる抽選の結果、当選された110名様へは
ご通知すると共に、既に商品をお届けしております。
なお、本企画は来年も予定しており、その際には奮ってのご応募をお待ちしております。

抽選結果は当選された方への当選通知をもって代えさせていただいております。

長期保有株主様
（株式保有期間3年以上且つ単元株以上）

3,310名

対　　象

応募総数

豪華“オルゴール”抽選贈呈（応募終了）結果について1

「日本電産サンキョーオルゴール記念館 すわのね」について2
弊社グループ会社である、日本電産サンキョーは長野県

諏訪に位置しています。当会社が世界に誇るオルゴール技
術を「オルゴールの歴史」また「音色」で、多くの株主さま
に楽しんでいただければという思いから、2017年以降、「オ
ルゴール記念館すわのね」の無料入館リーフレットを株主
優待としております。

2022年度発行の本優待は、2023年3月31日までご利
用いただけますので、長野へお越しの際には是非ともご来

館ください。アンティークオルゴールや現代オルゴールの
生音を体感いただき、心癒されるひと時をご堪能ください。

株式
保有期間 優待内容 当選人数

10年以上※
Ⓐ  オルフェウス (7.5万～9万円相当) 
「イタリアモダンカラー・エレガントな造形が特徴的なボックス型 
30弁イタリア象嵌オルフェウス」

抽選で 
10名様

3年以上
Ⓑ  5千円相当のオルゴール 
「Nidecオリジナル」 
スケルトン式23弁オルゴール:オリジナルメッセージプレート付

抽選で 
100名様

※  10年以上保有の株主様は、上記ⒶかⒷのいずれか選択が可能で、オルフェウス当選者は希望のデザイン・
曲目にて個別制作いたしました。

Ⓐ株式保有期間10年以上※

Ⓑ株式保有期間3年以上

商 号 日本電産株式会社
本 社 京都市南区久世殿城町338
設 立 1973年7月23日
上場証券取引所 東京
証 券 コ ー ド 6594
資 本 金 877億84百万円
従 業 員 数 連結 110,375名
U  R  L https://www.nidec.com/jp/

役 員 2022年11月1日現在

代表取締役会長 永守　 重信
代表取締役社長執行役員 小部　 博志
取締役(監査等委員) 村上　 和也
取締役(監査等委員) 落合　 裕之
社外取締役 佐藤　 慎一
社外取締役 小松　 弥生
社外取締役 酒井　 貴子
社外取締役（監査等委員） 山田　 文
社外取締役（監査等委員） 赤松　 玉女
社外取締役（監査等委員） 渡邊　 純子
専務執行役員 北尾　 宜久
専務執行役員 菱田　 正博
専務執行役員 小関　 敏彦
専務執行役員 岸田　 光哉
常務執行役員 マイケル  ブリッグス
常務執行役員 バルター  タランザーノ
常務執行役員 早舩　 一弥
常務執行役員 大西　 寛
常務執行役員 金子　 晃
常務執行役員 髙橋　 亨
常務執行役員 大村　 隆司
常務執行役員 堀江　 健志
常務執行役員 牛尾　 文昭
常務執行役員 佐村　 彰宣
常務執行役員 五十嵐 一嗣
執行役員 荒木　 隆光
執行役員 佐藤　 高廣
執行役員 平田　 智子
執行役員 村越　 慶太郎
執行役員 横田　 秀俊
執行役員 具志堅 喜光
執行役員 岡島　 万樹
執行役員 宮本　 栄治
執行役員 永井　 淳一
執行役員 片岡　 央
執行役員 辻󠄀　　 真悟
執行役員 瀬田　 智則
執行役員 藤田　 啓之
執行役員 岸前　 貴志
執行役員 岸本　 真

会社概要 2022年9月30日現在株式・社債情報 2022年9月30日現在

社債の状況
銘　　柄 発行日 額面総額 利率 未償還残高 償還期限

第8回無担保社債 2019年 7月19日 1,000億円 年0.100％ 1,000億円 2024年 7月19日
第9回無担保社債（グリーンボンド）2019年11月28日 500億円 年0.020％ 500億円 2022年11月28日
第10回無担保社債（グリーンボンド）2019年11月28日 300億円 年0.090％ 300億円 2024年11月28日
第11回無担保社債（グリーンボンド）2019年11月28日 200億円 年0.150％ 200億円 2026年11月27日
第12回無担保社債 2020年 6月10日 500億円 年0.030％ 500億円 2023年 6月 9日
ユーロ建無担保普通社債（グリーンボンド） 2021年 3月30日 5億ユーロ 年0.046％ 5億ユーロ 2026年 3月30日
第13回無担保社債 2022年 7月12日 300億円 年0.250％ 300億円 2025年 7月11日
第14回無担保社債 2022年 7月12日 200億円 年0.549％ 200億円 2032年 7月12日

株式保有者別分布状況 株価・出来高の推移

株式の状況
発行済株式総数 596,284,468株 第2四半期末株主数 137,288名

大株主の状況
株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 83,555 14.52%
永守　重信 49,473 8.60%
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 31,192 5.42%
株式会社京都銀行（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） 24,798 4.31%
エスエヌ興産合同会社 20,245 3.51%
ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ １４００４２

（常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部） 14,883 2.58%

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 14,851 2.58%
日本生命保険相互会社（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 13,159 2.28%
明治安田生命保険相互会社（常任代理人 株式会社日本カストディ銀行） 12,804 2.22%
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 10,217 1.77%

（注） 1. 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。 
2.  当社は自己株式 21,048,328 株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また持株比率は自己株式を控除して計

算しております。なお自己株式には役員報酬 BIP 信託及び株式付与 ESOP 信託の所有する当社株式を含めておりません。
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