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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47期

第３四半期
連結累計期間

第48期
第３四半期

連結累計期間
第47期

会計期間

自　平成25年
　　４月１日
至　平成25年
　　12月31日

自　平成26年
　　４月１日
至　平成26年
　　12月31日

自　平成25年
　　４月１日
至　平成26年
　　３月31日

売上高 (千円) 10,652,903 10,823,825 14,272,278

経常利益 (千円) 995,847 1,019,420 1,332,993

四半期(当期)純利益 (千円) 621,062 664,327 809,958

四半期包括利益又は
包括利益

(千円) 869,293 899,512 1,160,077

純資産額 (千円) 8,808,872 9,814,628 9,010,196

総資産額 (千円) 15,496,424 15,845,599 15,221,018

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 68.61 73.39 89.48

潜在株式調整後１株当
たり四半期(当期)純利
益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 52.5 56.8 54.5
 

 

回次
第47期

第３四半期
連結会計期間

第48期
第３四半期

連結会計期間

会計期間

自　平成25年
　　10月１日
至　平成25年
　　12月31日

自　平成26年
　　10月１日
至　平成26年
　　12月31日

１株当たり四半期
純利益金額

(円) 38.31 30.45
 

(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）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２ 【事業の内容】

当第３四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。

なお、連結子会社であったニチダイプレシジョン株式会社は、平成26年４月１日をもって当社を存続会社とする吸

収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四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 【経営上の重要な契約等】

当第３四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。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四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、消費税増税に伴

う反動減により国内における販売台数が停滞している影響などから、国内生産台数が低調に推移しました。また、

海外においては、ＡＳＥＡＮ市場が低迷している一方、北米市場は堅調に推移しているなど、地域によって異なる

状況になっております。

　このような状況のなか、ネットシェイプ事業では、金型部門及び精密鍛造品部門ともに、前四半期と同水準の売

上高で推移しました。その結果、ネットシェイプ事業の売上高は、58億３千８百万円（前年同期比9.7％増）となり

ました。

　アッセンブリ事業では、ＶＧターボチャージャーがモデルチェンジの端境期に入っている影響により、引き続き

売上高が低調に推移しました。その結果、アッセンブリ事業の売上高は、35億３千７百万円（前年同期比13.8％

減）となりました。

　フィルタ事業では、欧州向けが堅調であったことに加え、石油掘削用フィルターが増加傾向で推移したことから

海外向けの売上高が好調に推移しました。また、大型海水ストレーナーの売上高も増加したことから、フィルタ事

業の売上高は、14億４千７百万円（前年同期比17.9％増）となりました。

　以上の結果、連結売上高は108億２千３百万円（前年同期比1.6％増）となりました。

　損益面におきましては、ネットシェイプ事業、フィルタ事業が増収となったことにより、営業利益９億８千７百

万円（前年同期比3.4％増）、経常利益は10億１千９百万円（前年同期比2.4％増）、四半期純利益６億６千４百万

円（前年同期比7.0％増）となりました。

 
(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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。

 

(3) 研究開発活動

当第３四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59,528千円です。なお、当第３四半期

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。

 

(4) 従業員数

当第３四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。

 

(5) 生産、受注及び販売の実績

当第３四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。

 

(6) 主要な設備

当第３四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。
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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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年２月12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】

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) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【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)

平成26年10月１日～
平成26年12月31日

― 9,053,300 ― 1,429,921 ― 1,192,857
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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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(7) 【議決権の状況】

当第３四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（平成26年９月30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】

   平成26年12月31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 1,800
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,049,800
 

 

90,498 ―

単元未満株式 普通株式 1,700
 

 

― ―

発行済株式総数 9,053,300 ― ―

総株主の議決権 ― 90,498 ―
 

 

② 【自己株式等】

  平成26年12月31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

1,800 ― 1,800 0.02

計 ― 1,800 ― 1,800 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３四半期連結会計期間（平成26年10月１日から平成

26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31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

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,086,791 2,413,560

  受取手形及び売掛金 3,515,297 ※  3,616,451

  商品及び製品 522,969 600,233

  仕掛品 700,366 1,079,578

  原材料及び貯蔵品 892,418 595,750

  その他 291,738 229,098

  貸倒引当金 △5,746 △4,220

  流動資産合計 8,003,835 8,530,451

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 2,021,608 2,012,904

   機械装置及び運搬具（純額） 1,815,670 1,980,535

   土地 1,802,999 1,811,915

   その他（純額） 1,083,422 1,161,598

   有形固定資産合計 6,723,701 6,966,954

  無形固定資産 111,948 119,655

  投資その他の資産 381,532 228,538

  固定資産合計 7,217,183 7,315,147

 資産合計 15,221,018 15,845,599
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 1,633,222 1,516,605

  短期借入金 491,168 572,757

  1年内返済予定の長期借入金 1,197,324 1,148,387

  リース債務 126,051 122,432

  未払法人税等 176,668 50,486

  賞与引当金 137,359 178,004

  その他 663,764 813,719

  流動負債合計 4,425,558 4,402,392

 固定負債   

  長期借入金 1,033,720 1,076,896

  リース債務 546,837 481,478

  退職給付に係る負債 201,648 62,240

  その他 3,058 7,963

  固定負債合計 1,785,263 1,628,578

 負債合計 6,210,821 6,030,970

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 5,614,613 6,183,923

  自己株式 △1,107 △1,171

  株主資本合計 8,236,283 8,805,530

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 5,327 7,467

  為替換算調整勘定 147,191 255,051

  退職給付に係る調整累計額 △89,460 △75,117

  その他の包括利益累計額合計 63,059 187,401

 少数株主持分 710,854 821,696

 純資産合計 9,010,196 9,814,628

負債純資産合計 15,221,018 15,845,599
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 10,652,903 10,823,825

売上原価 8,278,357 8,290,467

売上総利益 2,374,546 2,533,358

販売費及び一般管理費 1,418,858 1,545,578

営業利益 955,687 987,779

営業外収益   

 受取利息 7,409 5,662

 受取配当金 272 303

 為替差益 59,904 45,447

 受取保険金及び配当金 602 497

 助成金収入 4,192 1,965

 その他 16,836 18,344

 営業外収益合計 89,216 72,220

営業外費用   

 支払利息 46,562 38,841

 その他 2,495 1,736

 営業外費用合計 49,057 40,578

経常利益 995,847 1,019,420

特別利益   

 固定資産売却益 14,532 5,260

 特別利益合計 14,532 5,260

特別損失   

 固定資産売却損 475 2,394

 固定資産除却損 3,819 7,615

 特別損失合計 4,294 10,010

税金等調整前四半期純利益 1,006,085 1,014,671

法人税、住民税及び事業税 186,621 152,349

法人税等調整額 135,044 127,702

法人税等合計 321,666 280,051

少数株主損益調整前四半期純利益 684,418 734,619

少数株主利益 63,356 70,292

四半期純利益 621,062 664,327
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 684,418 734,619

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 1,375 2,140

 為替換算調整勘定 183,499 148,410

 退職給付に係る調整額 - 14,342

 その他の包括利益合計 184,874 164,892

四半期包括利益 869,293 899,512

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 757,184 788,669

 少数株主に係る四半期包括利益 112,109 110,842
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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３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

(1）連結の範囲の重要な変更

　第１四半期連結会計期間より、当社の連結子会社でありましたニチダイプレシジョン株式会社は、当社を存

続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

(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。
 

 

(会計方針の変更等)

 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更並びに割引率の決定方法を割引率決定の基礎と

なる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見

込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が105,447千円減少し、利益剰余金が67,908

千円増加しております。また、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
 

 

（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３四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

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

受取手形 －千円 108,703千円
 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四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３四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３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

減価償却費 551,466千円 630,958千円
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（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）

１．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

平成25年６月25日
定時株主総会

普通株式 72,411 8.00 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

平成25年10月31日
取締役会

普通株式 72,411 8.00 平成25年９月30日 平成25年12月２日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

１．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

平成26年６月24日
定時株主総会

普通株式 90,514 10.00 平成26年３月31日 平成26年６月25日 利益剰余金

平成26年10月31日
取締役会

普通株式 72,411 8.00 平成26年９月30日 平成26年12月１日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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

その他 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 5,322,005 4,103,238 1,227,660 10,652,903 － 10,652,903

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

－ － － － － －

計 5,322,005 4,103,238 1,227,660 10,652,903 － 10,652,903

セグメント利益 385,878 371,869 238,099 995,847 － 995,847
 

(注)　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３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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

その他 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 5,838,382 3,537,903 1,447,539 10,823,825 － 10,823,825

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

－ － － － － －

計 5,838,382 3,537,903 1,447,539 10,823,825 － 10,823,825

セグメント利益 472,467 246,290 300,663 1,019,420 － 1,019,420
 

(注)　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。

 

（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。

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額(円) 68.61 73.39

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額(千円) 621,062 664,327

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 621,062 664,327

普通株式の期中平均株式数(株) 9,051,432 9,051,422
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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】

第48期(平成26年４月１日から平成27年３月31日まで)中間配当については、平成26年10月31日開催の取締役会にお

いて、平成26年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額                                 72,411千円

② １株当たりの金額                               ８円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成26年12月１日
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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
 

 

 

平成27年２月６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　　高　　橋　　一　　浩　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　三　　浦　　宏　　和　　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

チダイの平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年10月１日か

ら平成26年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年12月31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平成26年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四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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