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1. 平成31年3月期第1四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30年6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 ％

31年3月期第1四半期 4,234 12.2 317 69.6 319 67.3 209 96.1

30年3月期第1四半期 3,773 11.9 187 269.9 191 935.5 107 ―

（注）包括利益 31年3月期第1四半期　　170百万円 （20.1％） 30年3月期第1四半期　　142百万円 （―％）

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

31年3月期第1四半期 23.18 ―

30年3月期第1四半期 11.82 ―

(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 ％

31年3月期第1四半期 16,384 11,307 62.5

30年3月期 16,151 11,228 63.0

（参考）自己資本 31年3月期第1四半期 10,240百万円 30年3月期 10,173百万円

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

30年3月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00

31年3月期 ―

31年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

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

（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 7,880 6.8 440 34.9 430 26.9 280 29.3 30.94

通期 15,700 3.0 960 27.1 950 22.0 630 20.6 69.60

（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） 31年3月期1Q 9,053,300 株 30年3月期 9,053,300 株

② 期末自己株式数 31年3月期1Q 2,066 株 30年3月期 2,066 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期1Q 9,051,234 株 30年3月期1Q 9,051,285 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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２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」をご覧下さい。
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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、国内販売が前年並

みで推移し、海外でも米国及び中国市場が高水準を維持している状況が続いております。また、ASEANやインド市場が

好調に推移していることから、世界生産台数についても増加傾向が続いております。

　一方、米国の保護主義を起因とする貿易摩擦への影響など、世界経済に関しては予断を許さない状況が続いており

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きまして、国内ユーザー向けの売上高が増加したこと

に加え、海外でもインド、ASEAN地域が堅調に推移いたしました。その結果、ネットシェイプ事業の売上高は19億５千

３百万円（前年同期比20.2％増）となりました。

　アッセンブリ事業では、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前年対比で減少いたしまし

た。その結果、アッセンブリ事業の売上高は15億６千１百万円（前年同期比5.2％減）となりました。

　フィルタ事業では、電力産業向けの特需があったことから売上高が大幅に増加いたしました。その結果、フィルタ

事業の売上高は７億１千９百万円（前年同期比43.7％増）となりました。

　以上の結果、連結売上高は42億３千４百万円（前年同期比12.2％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が増収となったことから、営業利益３億１千７百万円（前年同期比

69.6％増）、経常利益３億１千９百万円（前年同期比67.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益２億９百万円

（前年同期比96.1％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　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２億３千２百万円増加し、163億８千

４百万円となりました。これは、主に現金及び預金が７千４百万円、受取手形及び売掛金が２億８千９百万円増加し

た一方、有形固定資産が１億４千６百万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１億５千３百万円増加し、50億７千６百万円となりました。これは、

主に買掛金が６千９百万円、賞与引当金が１億９千６百万円増加した一方、未払法人税が１億６百万円減少したこと

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２億９百万円等により、前連結会計年度末に比べて７千

９百万円増加し、113億７百万円となり、自己資本比率は62.5％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 平成30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。

決算短信（宝印刷） 2018年07月27日 14時36分 2ページ（Tess 1.50(64) 20180525_01）



株式会社ニチダイ(6467) 平成31年３月期 第１四半期決算短信

― 3 ―

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30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,774,815 2,849,631

受取手形及び売掛金 4,037,609 4,327,089

商品及び製品 599,598 541,369

仕掛品 897,468 942,613

原材料及び貯蔵品 587,655 546,035

その他 72,364 110,193

貸倒引当金 △1,517 △1,681

流動資産合計 8,967,994 9,315,253

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,120,607 2,076,259

機械装置及び運搬具（純額） 1,753,831 1,928,121

土地 1,813,864 1,810,718

その他（純額） 1,036,806 763,815

有形固定資産合計 6,725,109 6,578,913

無形固定資産 139,603 203,993

投資その他の資産 318,573 286,015

固定資産合計 7,183,286 7,068,922

資産合計 16,151,280 16,384,176
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,586,051 1,655,430

短期借入金 750,000 550,000

1年内返済予定の長期借入金 777,545 839,978

リース債務 208,376 129,380

未払法人税等 160,886 54,710

賞与引当金 149,729 345,900

その他 720,861 779,936

流動負債合計 4,353,449 4,355,336

固定負債

長期借入金 497,693 643,251

リース債務 45,748 65,116

退職給付に係る負債 25,676 12,677

固定負債合計 569,117 721,045

負債合計 4,922,566 5,076,381

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 7,285,029 7,404,349

自己株式 △1,236 △1,236

株主資本合計 9,906,571 10,025,891

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,150 8,693

為替換算調整勘定 319,236 264,940

退職給付に係る調整累計額 △62,679 △58,528

その他の包括利益累計額合計 266,707 215,104

非支配株主持分 1,055,434 1,066,798

純資産合計 11,228,713 11,307,794

負債純資産合計 16,151,280 16,384,176
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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 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

売上高 3,773,406 4,234,221

売上原価 3,062,048 3,350,784

売上総利益 711,358 883,437

販売費及び一般管理費 523,926 565,554

営業利益 187,431 317,882

営業外収益

受取利息 1,998 2,386

受取配当金 164 151

為替差益 6,920 -

保険配当金 - 4,649

その他 2,037 1,865

営業外収益合計 11,120 9,053

営業外費用

支払利息 6,772 3,365

為替差損 - 3,665

その他 526 1

営業外費用合計 7,298 7,033

経常利益 191,253 319,902

特別利益

固定資産売却益 - 200

特別利益合計 - 200

特別損失

固定資産除却損 47 0

特別損失合計 47 0

税金等調整前四半期純利益 191,206 320,103

法人税、住民税及び事業税 29,460 49,179

法人税等調整額 31,349 30,224

法人税等合計 60,809 79,404

四半期純利益 130,396 240,699

非支配株主に帰属する四半期純利益 23,392 30,866

親会社株主に帰属する四半期純利益 107,004 209,832
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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 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

四半期純利益 130,396 240,699

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,114 △1,457

為替換算調整勘定 6,882 △72,559

退職給付に係る調整額 6,096 4,151

その他の包括利益合計 11,864 △69,866

四半期包括利益 142,260 170,832

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 115,915 158,229

非支配株主に係る四半期包括利益 26,344 12,602
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（３）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。

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定

負債の区分に表示しております。

（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 平成29年４月１日 至 平成29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 1,624,821 1,647,656 500,928 3,773,406 ― 3,773,406

セグメント間の内部
売上高又は振替高

67,966 ― ― 67,966 △67,966 ―

計 1,692,787 1,647,656 500,928 3,841,372 △67,966 3,773,406

セグメント利益 5,980 131,878 53,394 191,253 ― 191,253

(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 平成30年４月１日 至 平成30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。
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３．その他

（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１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　 至 平成30年６月30日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 1,624,821 43.0 1,953,137 46.1

アッセンブリ 1,647,656 43.7 1,561,258 36.9

フィルタ 500,928 13.3 719,825 17.0

合計 3,773,406 100.0 4,234,221 100.0

（注） 内、海外向売上高

事業別

前第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　 至 平成30年６月30日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 463,903 28.6 549,584 28.1

アッセンブリ 979,421 59.4 871,755 55.8

フィルタ 126,240 25.2 101,736 14.1

合計 1,569,566 41.6 1,523,076 36.0

（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１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　 至 平成30年６月30日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ネットシェイプ 1,594,677 909,444 2,067,875 1,542,082

アッセンブリ 1,453,999 1,685,647 1,590,096 1,954,120

フィルタ 583,187 541,456 646,025 621,583

合計 3,631,863 3,136,548 4,303,997 4,117,786

（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１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日

　 至 平成29年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成30年４月１日

　 至 平成30年６月30日）

金額 金額

ネットシェイプ 1,541,005 1,771,850

アッセンブリ 1,651,070 1,552,376

フィルタ 507,983 737,175

合計 3,700,059 4,061,402

（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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