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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第52期

第１四半期
連結累計期間

第53期
第１四半期
連結累計期間

第52期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年６月30日

自 2019年４月１日
至 2019年６月30日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (千円) 4,234,221 4,046,673 17,416,219

経常利益 (千円) 319,902 261,196 1,417,050

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 209,832 175,641 968,395

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 170,832 294,242 991,141

純資産 (千円) 11,307,794 12,192,471 12,037,590

総資産 (千円) 16,384,176 17,281,719 17,183,202

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 23.18 19.41 106.99

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 62.5 63.8 63.5

(注) １．上記の売上高には消費税等は含まれておりません。

２．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

①経営成績

　当第１四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、国内販売台数が

前年同期比増となったものの、中国、米国、欧州の主要市場の販売が減少しており、世界市場の減退基調の影響が

出てきております。また、日系完成車メーカーの自動車生産台数に関しては、国内生産台数は増加しているものの、

海外生産台数が停滞しており、世界生産台数はほぼ前年と同水準で推移しております。

　このような状況のなか、ネットシェイプ事業では、金型部門が前年からの好調を維持したことにより売上高が増

加いたしました。その結果、売上高は20億９千３百万円（前年同期比7.2％増）となりました。

　アッセンブリ事業に関しましては、ＶＧターボチャージャー部品が前年を下回る水準で推移したことから、売上

高は14億３千５百万円（前年同期比8.0％減）となりました。

　フィルタ事業では、前年に売上を計上した特需案件がなかったため、売上高は５億１千７百万円（前年同期比

28.1％減）となりました。

　以上の結果、連結売上高は40億４千６百万円（前年同期比4.4％減）となりました。

　損益面におきましては、フィルタ事業が増益となったものの、その他の事業が減益となったことなどから、営業

利益２億５千５百万円（前年同期比19.7％減）、経常利益２億６千１百万円（前年同期比18.4％減）、親会社株主

に帰属する四半期純利益１億７千５百万円（前年同期比16.3％減）となりました。

　売上総利益は８億３千５百万円となり、売上総利益率は前年同期と比べ0.3ポイント下落し20.6％となりました。

　また、営業利益は２億５千５百万円となり、営業利益率は前年同期と比べ1.2ポイント下落し6.3％となりまし

た。これは、ネットシェイプ事業が増収減益となったこと及びアッセンブリ事業が減収減益となったことによりま

す。

②財政状態

　当第１四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９千８百万円増加し、172億８千１

百万円となりました。これは、主に現金及び預金が７億６百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が４億３千７

百万円、電子記録債権が５千３百万円、棚卸資産が６千７百万円、有形固定資産が１億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５千６百万円減少し、50億８千９百万円となりました。これは、

主に借入金が４億１千万円、賞与引当金が１億９千３百万円増加した一方、買掛金が２億９千１百万円、未払金が

８千４百万円、未払法人税等が２億２千３百万円、前受金５千１百万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四半期純利益１億７千５百万円等により、前連結会計年度末に比

べて１億５千４百万円増加し、121億９千２百万円となり、自己資本比率は63.8％となりました。

　有利子負債残高は、前連結会計年度末に比べ４億２百万円増加し、24億７千９百万円となりました。

　今後も資産が膨らむことが予測されますが、最適資本構成の検証により財務の健全性維持に努めてまいります。
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(2) 経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(4) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は59,366千円です。なお、当第１四半期

連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(5) 従業員数

当第１四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員の著しい増減はありません。

　

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第１四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

　

(7) 主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末における計画

の著しい変更はありません。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 15,500,000

計 15,500,000

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2019年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年８月９日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 9,053,300 9,053,300
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）
単元株式数100株

計 9,053,300 9,053,300 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2019年４月１日～
2019年６月30日

― 9,053,300 ― 1,429,921 ― 1,192,857

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（2019年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2019年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 2,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,048,500 90,485 ―

単元未満株式 普通株式 2,800 ― ―

発行済株式総数 9,053,300 ― ―

総株主の議決権 ― 90,485 ―

② 【自己株式等】

2019年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社ニチダイ

京都府京田辺市
薪北町田13番地

2,000 ― 2,000 0.02

計 ― 2,000 ― 2,000 0.02

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2019年４月１日から2019年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,798,608 3,504,843

受取手形及び売掛金 ※ 3,834,576 ※ 3,397,258

電子記録債権 1,110,011 ※ 1,056,568

商品及び製品 672,854 626,874

仕掛品 885,303 926,401

原材料及び貯蔵品 712,373 650,240

その他 93,437 143,908

貸倒引当金 △71 △66

流動資産合計 10,107,094 10,306,029

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,017,299 1,990,543

機械装置及び運搬具（純額） 1,803,377 1,722,844

土地 1,811,242 1,815,438

その他（純額） 777,929 780,532

有形固定資産合計 6,409,848 6,309,358

無形固定資産 344,320 375,217

投資その他の資産 321,938 291,114

固定資産合計 7,076,107 6,975,689

資産合計 17,183,202 17,281,719
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,905,419 1,613,751

短期借入金 600,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 816,490 940,113

リース債務 34,876 31,559

未払法人税等 247,741 24,107

賞与引当金 155,672 349,154

その他 759,777 623,204

流動負債合計 4,519,977 4,081,891

固定負債

長期借入金 577,059 964,274

リース債務 48,574 43,081

固定負債合計 625,633 1,007,355

負債合計 5,145,611 5,089,247

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 8,072,400 8,112,273

自己株式 △1,236 △1,236

株主資本合計 10,693,942 10,733,814

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,228 2,772

為替換算調整勘定 277,330 345,226

退職給付に係る調整累計額 △64,343 △61,433

その他の包括利益累計額合計 218,214 286,564

非支配株主持分 1,125,434 1,172,092

純資産合計 12,037,590 12,192,471

負債純資産合計 17,183,202 17,281,719
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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１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 4,234,221 4,046,673

売上原価 3,350,784 3,211,179

売上総利益 883,437 835,493

販売費及び一般管理費 565,554 580,161

営業利益 317,882 255,331

営業外収益

受取利息 2,386 2,760

受取配当金 151 224

為替差益 - 498

保険配当金 4,649 3,667

その他 1,865 1,880

営業外収益合計 9,053 9,031

営業外費用

支払利息 3,365 2,509

為替差損 3,665 -

その他 1 658

営業外費用合計 7,033 3,167

経常利益 319,902 261,196

特別利益

固定資産売却益 200 68

特別利益合計 200 68

特別損失

固定資産売却損 - 490

固定資産除却損 0 706

特別損失合計 0 1,197

税金等調整前四半期純利益 320,103 260,067

法人税、住民税及び事業税 49,179 20,339

法人税等調整額 30,224 39,710

法人税等合計 79,404 60,049

四半期純利益 240,699 200,017

非支配株主に帰属する四半期純利益 30,866 24,376

親会社株主に帰属する四半期純利益 209,832 175,641
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純利益 240,699 200,017

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,457 △2,455

為替換算調整勘定 △72,559 93,770

退職給付に係る調整額 4,151 2,910

その他の包括利益合計 △69,866 94,224

四半期包括利益 170,832 294,242

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 158,229 243,991

非支配株主に係る四半期包括利益 12,602 50,250
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

(1）連結の範囲の重要な変更

　該当事項はありません。

(2）持分法適用の範囲の重要な変更

　該当事項はありません。

　

（四半期連結貸借対照表関係）

　※ 四半期連結会計期間末日満期手形等の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形等

を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

受取手形 67,962千円 48,428千円

電子記録債権 －千円 52,666千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　

前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

減価償却費 210,369千円 207,896千円

　

（株主資本等関係）

前第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月22日
定時株主総会

普通株式 90,512 10.00 2018年３月31日 2018年６月25日 利益剰余金

（注）１株当たり配当額には特別配当２円が含まれております。

当第１四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月21日
定時株主総会

普通株式 135,768 15.00 2019年３月31日 2019年６月24日 利益剰余金

（注）１株当たり配当額には特別配当５円が含まれております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2018年４月１日 至 2018年６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)１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注)２

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 1,953,137 1,561,258 719,825 4,234,221 ― 4,234,221

セグメント間の内部
売上高又は振替高

6,019 ― ― 6,019 △6,019 ―

計 1,959,156 1,561,258 719,825 4,240,240 △6,019 4,234,221

セグメント利益 180,031 90,416 49,454 319,902 ― 319,902

(注)１. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

　 ２. 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。

　

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 2019年４月１日 至 2019年６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)１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注)２

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 2,093,585 1,435,839 517,248 4,046,673 ― 4,046,673

セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,815 ― ― 2,815 △2,815 ―

計 2,096,400 1,435,839 517,248 4,049,488 △2,815 4,046,673

セグメント利益 156,450 47,582 57,162 261,196 ― 261,196

(注)１. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

　 ２. 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。
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（金融商品関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（有価証券関係）

　四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)

１株当たり四半期純利益(円) 23.18 19.41

（算定上の基礎）

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 209,832 175,641

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(千円)

209,832 175,641

普通株式の期中平均株式数(株) 9,051,234 9,051,234

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

2019年８月５日

株式会社ニチダイ

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 松 尾 雅 芳 印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 木 戸 脇 美 紀 印

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニ

チダイの2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2019年４月１日から2019

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、

すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビュ

ーを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニチダイ及び連結子会社の2019年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以 上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年８月９日

【会社名】 株式会社ニチダイ

【英訳名】 NICHIDAI CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 古屋 元伸

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 京都府京田辺市薪北町田13番地

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長執行役員古屋元伸は、当社の第53期第１四半期（自 2019年４月１日 至 2019年６月30日）

の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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