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1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第2四半期 7,378 8.7 326 85.8 338 171.1 216 234.1

29年3月期第2四半期 6,790 △5.3 175 △60.2 124 △70.7 64 △77.3

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　307百万円 （―％） 29年3月期第2四半期　　△330百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

30年3月期第2四半期 23.93 ―

29年3月期第2四半期 7.16 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年3月期第2四半期 16,008 10,792 61.3

29年3月期 15,961 10,577 60.4

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 9,813百万円 29年3月期 9,640百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

29年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

30年3月期 ― 8.00

30年3月期（予想） ― 8.00 16.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 14,700 3.9 740 15.3 720 11.8 440 3.6 48.61

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年3月期2Q 9,053,300 株 29年3月期 9,053,300 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 2,015 株 29年3月期 2,015 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 9,051,285 株 29年3月期2Q 9,051,293 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における、当社グループの主要顧客業界である日系自動車産業では、北米市場、中国

市場が引き続き堅調に推移したほか、軽自動車が回復している国内市場でも販売台数が増加いたしました。このよ

うな販売動向を反映し、日系自動車メーカーの国内、海外の生産台数が増加傾向で推移いたしました。

　一方、新興国経済の減速及び欧米の政治情勢など不確定要素を含んだ状況になっており、日系自動車産業にも影

響が出る可能性を含んでおります。

　このような状況のなか、ネットシェイプ事業の金型部門においては、第２四半期に入り国内向けの売上高が増加

傾向になったものの、前年と同等の売上高にとどまりました。一方、精密鍛造品部門においては、海外生産が好調

を維持したことから、前年を上回る売上高となりました。その結果、ネットシェイプ事業の売上高は33億４千４百

万円（前年同期比0.3％増）となりました。

　アッセンブリ事業では、第１四半期に引き続き、ガソリンエンジン車向けのターボチャージャー部品の売上高が

高水準を維持いたしました。その結果、アッセンブリ事業の売上高は30億５千１百万円（前年同期比21.9％増）と

なりました。

　フィルタ事業では、大型海水ストレーナーの一時的な減少があったものの、医薬品産業向けのフィルターが好調

に推移したことから、前年を上回る売上高となりました。その結果、フィルタ事業の売上高は９億８千２百万円

（前年同期比3.0％増）となりました。

　以上の結果、連結売上高は73億７千８百万円（前年同期比8.7％増）となりました。

　損益面におきましては、アッセンブリ事業の売上高増などにより、営業利益は３億２千６百万円（前年同期比

85.8％増）となりました。また、為替差益１千６百万円を計上したことから経常利益は３億３千８百万円（前年同

期比171.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益２億１千６百万円（前年同期比234.1％増）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

　 ①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ４千６百万円増加し、160億８百

万円となりました。これは、主に現金及び預金が１億７千８百万円、棚卸資産が１億３千４百万円、繰延税金資産

が３千万円、無形固定資産が２千万円増加した一方、受取手形及び売掛金が１億９千３百万円、有形固定資産が１

億３千万円減少したことによるものであります。

　負債におきましては、前連結会計年度末に比べ１億６千８百万円減少し、52億１千５百万円となりました。これ

は、主に賞与引当金が１億３千３百万円、未払法人税等が３千１百万円増加した一方、借入金が１億８千６百万

円、リース債務が１億５千２百万円減少したことによるものであります。

　純資産におきましては、親会社株主に帰属する当期純利益２億１千６百万円等により、前連結会計年度末に比べ

て２億１千５百万円増加し、107億９千２百万円となり、自己資本比率は61.3％となりました。

　 ②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ１億７千７百万円増加し、26億５千５百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は９億１千７百万円（前年同期比9.7％減）となりました。これは、主に税金等

調整前四半期純利益３億３千８百万円、減価償却費４億２千７百万円、賞与引当金の増加額１億３千２百万円、

売上債権の減少額２億５百万円の増加要因より、たな卸資産の増加額１億２千７百万円、法人税等の支払額９千

７百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は３億１千１百万円（前年同期比4.3％減）となりました。これは、主にネット

シェイプ事業用設備及びアッセンブリ事業用設備の更新等、有形固定資産の取得による支出２億４千６百万円に

よるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は４億４千１百万円（前年同期比180.5％増）となりました。これは、主に長期

借入れによる収入６億円の増加要因より、短期借入金の減少額１億９千万円、長期借入金の返済による支出５億

９千６百万円、リース債務の返済による支出１億６千２百万円、配当金の支払額９千１百万円の減少要因を差し

引いた結果によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年５月１日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,586,486 2,764,516

受取手形及び売掛金 4,026,255 3,832,938

商品及び製品 450,121 492,812

仕掛品 989,127 1,067,013

原材料及び貯蔵品 582,203 596,366

その他 124,069 164,625

貸倒引当金 △1,444 △1,295

流動資産合計 8,756,819 8,916,977

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,201,170 2,149,319

機械装置及び運搬具（純額） 1,773,786 1,638,076

土地 1,803,355 1,805,977

その他（純額） 1,111,357 1,165,968

有形固定資産合計 6,889,670 6,759,342

無形固定資産 131,157 151,622

投資その他の資産 183,903 180,278

固定資産合計 7,204,731 7,091,243

資産合計 15,961,551 16,008,220
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,573,380 1,593,667

短期借入金 414,094 223,935

1年内返済予定の長期借入金 964,534 948,015

リース債務 443,445 430,180

未払法人税等 95,213 127,016

賞与引当金 148,888 282,315

その他 635,217 641,616

流動負債合計 4,274,773 4,246,745

固定負債

長期借入金 830,766 851,033

リース債務 227,381 88,599

退職給付に係る負債 51,447 28,940

その他 － 128

固定負債合計 1,109,594 968,700

負債合計 5,384,367 5,215,446

純資産の部

株主資本

資本金 1,429,921 1,429,921

資本剰余金 1,192,857 1,192,857

利益剰余金 6,925,596 7,051,665

自己株式 △1,197 △1,197

株主資本合計 9,547,177 9,673,246

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 7,140 7,698

為替換算調整勘定 160,909 195,080

退職給付に係る調整累計額 △74,810 △62,618

その他の包括利益累計額合計 93,238 140,161

非支配株主持分 936,766 979,366

純資産合計 10,577,183 10,792,773

負債純資産合計 15,961,551 16,008,220
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 6,790,001 7,378,010

売上原価 5,595,074 5,949,954

売上総利益 1,194,926 1,428,056

販売費及び一般管理費 1,019,402 1,101,971

営業利益 175,524 326,084

営業外収益

受取利息 3,617 4,993

受取配当金 327 353

為替差益 － 16,101

保険解約返戻金 8,735 －

保険配当金 8,818 536

その他 7,750 4,192

営業外収益合計 29,250 26,177

営業外費用

支払利息 17,048 12,883

為替差損 59,151 －

その他 3,599 526

営業外費用合計 79,799 13,409

経常利益 124,974 338,852

特別利益

固定資産売却益 385 70

投資有価証券償還益 4,535 －

特別利益合計 4,920 70

特別損失

固定資産売却損 111 －

固定資産除却損 8,861 47

特別損失合計 8,973 47

税金等調整前四半期純利益 120,922 338,874

法人税、住民税及び事業税 62,893 128,796

法人税等調整額 △18,619 △35,846

法人税等合計 44,274 92,949

四半期純利益 76,648 245,925

非支配株主に帰属する四半期純利益 11,813 29,343

親会社株主に帰属する四半期純利益 64,834 216,581

決算短信（宝印刷） 2017年10月27日 17時04分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社ニチダイ(6467) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 7 ―

四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 76,648 245,925

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,491 558

為替換算調整勘定 △421,294 48,765

退職給付に係る調整額 17,448 12,192

その他の包括利益合計 △407,337 61,516

四半期包括利益 △330,689 307,441

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △228,942 263,503

非支配株主に係る四半期包括利益 △101,747 43,937
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 120,922 338,874

減価償却費 391,290 427,207

賞与引当金の増減額（△は減少） 133,302 132,886

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △14,088 △22,793

貸倒引当金の増減額（△は減少） △302 △149

受取利息及び受取配当金 △3,944 △5,346

保険解約返戻金 △8,735 －

支払利息 17,048 12,883

固定資産除却損 8,861 47

固定資産売却損益（△は益） △274 △70

投資有価証券償還損益（△は益） △4,535 －

売上債権の増減額（△は増加） 219,764 205,299

たな卸資産の増減額（△は増加） 253,620 △127,271

仕入債務の増減額（△は減少） 37,531 14,752

その他 △44,026 45,856

小計 1,106,434 1,022,178

利息及び配当金の受取額 4,027 5,424

利息の支払額 △17,017 △12,639

法人税等の支払額 △100,143 △97,912

法人税等の還付額 22,484 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,015,785 917,050

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △105,464 △105,620

定期預金の払戻による収入 105,438 105,593

有形固定資産の取得による支出 △314,796 △246,228

有形固定資産の売却による収入 585 488

投資有価証券の取得による支出 △444 △459

投資有価証券の償還による収入 8,115 －

保険積立金の解約による収入 34,329 －

その他 △53,586 △65,747

投資活動によるキャッシュ・フロー △325,822 △311,973

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △86,012 △190,158

長期借入れによる収入 750,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △664,381 △596,252

リース債務の返済による支出 △66,645 △162,535

自己株式の取得による支出 △5 －

配当金の支払額 △90,312 △91,023

非支配株主への配当金の支払額 － △1,338

財務活動によるキャッシュ・フロー △157,356 △441,308

現金及び現金同等物に係る換算差額 △117,474 14,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 415,131 177,872

現金及び現金同等物の期首残高 1,964,686 2,478,060

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,379,818 2,655,932
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）

　 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)２

合計
ネットシェイプアッセンブリ フィルタ 計

売上高

外部顧客への売上高 3,332,689 2,503,481 953,830 6,790,001 － 6,790,001

セグメント間の内部
売上高又は振替高

151,484 － － 151,484 △151,484 －

計 3,484,174 2,503,481 953,830 6,941,486 △151,484 6,790,001

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

53,933 △17,108 88,149 124,974 － 124,974

(注)１. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。

(注)２. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)２

合計
ネットシェイプアッセンブリ フィルタ 計

売上高

外部顧客への売上高 3,344,351 3,051,212 982,446 7,378,010 － 7,378,010

セグメント間の内部
売上高又は振替高

103,574 － － 103,574 △103,574 －

計 3,447,926 3,051,212 982,446 7,481,585 △103,574 7,378,010

セグメント利益 96,338 164,119 78,395 338,852 － 338,852

(注)１. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益であります。

(注)２. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

決算短信（宝印刷） 2017年10月27日 17時04分 9ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社ニチダイ(6467) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

― 10 ―

３．補足資料

（生産、受注及び販売の状況）

（1）販売実績 （単位：千円）

事業別

前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年９月30日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 3,332,689 49.1 3,344,351 45.3

アッセンブリ 2,503,481 36.9 3,051,212 41.4

フィルタ 953,830 14.0 982,446 13.3

合計 6,790,001 100.0 7,378,010 100.0

（注） 内、海外向売上高

事業別

前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年９月30日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 996,537 29.9 949,005 28.4

アッセンブリ 1,427,442 57.0 1,745,045 57.2

フィルタ 265,446 27.8 279,575 28.5

合計 2,689,425 39.6 2,973,626 40.3

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（2）受注状況 （単位：千円）

事業別

前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年９月30日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ネットシェイプ 3,432,410 1,114,805 3,477,799 1,073,036

アッセンブリ 2,693,325 1,853,503 2,959,879 1,787,972

フィルタ 977,098 475,661 1,124,885 601,636

合計 7,102,834 3,443,970 7,562,564 3,462,645

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　 ２．ネットシェイプの精密鍛造品部門とアッセンブリの受注状況には、内示受注高を含んでおります。

（3）生産実績 （単位：千円）

事業別

前第２四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年９月30日）

金額 金額

ネットシェイプ 3,165,301 3,240,826

アッセンブリ 2,349,457 3,033,813

フィルタ 919,289 970,073

合計 6,434,048 7,244,712

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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