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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、上昇の兆候は見

えているものの引き続きASEAN市場が低水準で推移し、国内市場において軽自動車の販売が減少いたしました。しか

しながら、北米や欧州における自動車市場が堅調に推移したことから、日系完成車メーカーの世界生産台数は前年

と同水準で推移いたしました。一方、為替相場の変動や新興国の経済減速など経済環境の変化に伴う不安要素が生

じております。

　このような状況のなか、ネットシェイプ事業では、金型部門において国内、海外ともに売上高が低調に推移する

とともに、精密鍛造品部門においてもエアコン用スクロールコンプレッサー部品の国内生産が減少いたしました。

その結果、ネットシェイプ事業の売上高は16億５千１百万円（前年同期比12.7％減）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は増加しましたが、ＶＧタ

ーボチャージャー部品の売上高が減少いたしました。その結果、アッセンブリ事業の売上高は12億１千８百万円

（前年同期比16.3％減）となりました。

　フィルタ事業では、石油掘削用フィルターが低調に推移したものの、大型海水ストレーナーの生産が増加したこ

となどにより売上高が増加いたしました。その結果、フィルタ事業の売上高は５億３百万円（前年同期比11.0％

増）となりました。

　以上の結果、連結売上高は33億７千３百万円（前年同期比11.2％減）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及びアッセンブリ事業の減収などにより、営業利益は５千万円（前

年同期比81.1％減）となりました。また、為替差損４千３百万円を計上したことから経常利益１千８百万円（前年

同期比93.2％減）、親会社株主に帰属する四半期純損失４千５百万円となりました。

（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１億３千４百万円減少し、155億９

千万円となりました。これは、主に現金及び預金が４億３千９百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が２億７

千３百万円、棚卸資産が１億３千８百万円、有形固定資産が１億７千９百万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１億３千２百万円増加し、55億３千１百万円となりました。これ

は、主に借入金が１億５千４百万円、賞与引当金が１億９千８百万円増加した一方、未払金が１億２千５百万円、

未払法人税等が５千３百万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損失等により利益剰余金が１億３千６百万円減少したこ

と、為替換算調整勘定等によりその他の包括利益累計額が１億３百万円減少したこと等により、前連結会計年度末

に比べて２億６千６百万円減少し、100億５千９百万円となり、自己資本比率は58.7％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28年５月６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） 2016年07月29日 16時52分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



株式会社ニチダイ(6467) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

― 3 ―

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

(有形固定資産の減価償却方法の変更)

　当社及び国内子会社１社は、有形固定資産の減価償却方法について、定率法（ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法）を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間よ

り、定額法に変更しております。

　この変更は、昨今の自動車産業の潮流を踏まえ、事業構造の転換を進める中で、当社グループの有形固定資産の

使用実態を検討した結果、定額法による減価償却の方法を採用する方が使用実態とより整合した費用配分を行うこ

とができることから実施したものです。

　これにより、従来の方法と比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ24,819千円増加しております。

（４）追加情報

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,073,286 2,512,569

受取手形及び売掛金 3,798,690 3,525,506

商品及び製品 730,068 649,785

仕掛品 1,032,555 973,058

原材料及び貯蔵品 761,288 762,155

その他 138,396 157,304

貸倒引当金 △1,607 △1,366

流動資産合計 8,532,678 8,579,012

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,254,931 2,204,096

機械装置及び運搬具（純額） 1,883,145 1,827,076

土地 1,810,342 1,802,475

その他（純額） 896,044 831,738

有形固定資産合計 6,844,462 6,665,387

無形固定資産 95,632 128,204

投資その他の資産 252,310 217,848

固定資産合計 7,192,405 7,011,440

資産合計 15,725,084 15,590,452
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,318,522 1,337,398

短期借入金 500,000 408,462

1年内返済予定の長期借入金 1,075,224 1,175,925

リース債務 132,463 139,567

未払法人税等 71,358 18,312

賞与引当金 147,044 345,107

その他 743,861 575,342

流動負債合計 3,988,473 4,000,117

固定負債

長期借入金 935,550 1,080,463

リース債務 354,070 338,465

退職給付に係る負債 120,945 112,007

固定負債合計 1,410,566 1,530,936

負債合計 5,399,040 5,531,053

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 6,681,954 6,545,701

自己株式 △1,192 △1,192

株主資本合計 9,303,540 9,167,287

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,635 2,105

為替換算調整勘定 227,085 116,284

退職給付に係る調整累計額 △135,614 △126,399

その他の包括利益累計額合計 95,107 △8,010

非支配株主持分 927,396 900,121

純資産合計 10,326,044 10,059,398

負債純資産合計 15,725,084 15,590,452
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 3,799,404 3,373,564

売上原価 3,020,110 2,806,543

売上総利益 779,293 567,020

販売費及び一般管理費 511,840 516,346

営業利益 267,453 50,673

営業外収益

受取利息 2,227 1,432

受取配当金 129 156

為替差益 11,128 -

保険解約返戻金 - 8,735

保険配当金 - 8,792

その他 2,318 5,210

営業外収益合計 15,803 24,327

営業外費用

支払利息 12,286 9,027

為替差損 - 43,952

雑損失 1,150 3,552

営業外費用合計 13,436 56,532

経常利益 269,820 18,469

特別利益

固定資産売却益 161 -

特別利益合計 161 -

特別損失

固定資産除却損 1,186 8,530

特別損失合計 1,186 8,530

税金等調整前四半期純利益 268,794 9,939

法人税、住民税及び事業税 15,565 11,072

法人税等調整額 24,960 31,456

法人税等合計 40,526 42,529

四半期純利益又は四半期純損失（△） 228,268 △32,590

非支配株主に帰属する四半期純利益 41,943 13,150

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会
社株主に帰属する四半期純損失（△）

186,325 △45,740
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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27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 228,268 △32,590

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,375 △1,530

為替換算調整勘定 35,634 △151,226

退職給付に係る調整額 4,054 9,214

その他の包括利益合計 41,065 △143,542

四半期包括利益 269,333 △176,132

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 217,456 △148,857

非支配株主に係る四半期包括利益 51,876 △27,274
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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。

（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27年４月１日 至 平成27年６月30日）

１．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 1,891,003 1,454,641 453,759 3,799,404 ― 3,799,404

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,891,003 1,454,641 453,759 3,799,404 ― 3,799,404

セグメント利益 104,357 103,679 61,783 269,820 ― 269,820

(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。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日）

１．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 1,651,513 1,218,249 503,801 3,373,564 ― 3,373,564

セグメント間の内部
売上高又は振替高

63,181 ― ― 63,181 △63,181 ―

計 1,714,695 1,218,249 503,801 3,436,746 △63,181 3,373,564

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

△21,764 7,240 32,992 18,469 ― 18,469

(注)１. セグメント利益又はセグメント損失は、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。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載のとおり、当社及び国内子会社１社は、

有形固定資産の減価償却方法について、定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除

く）については定額法）を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、定額法に変更しております。

　これにより、従来の方法と比べて、当第１四半期連結累計期間のセグメント損失が、「ネットシェイプ」で18,189

千円減少し、セグメント利益が、それぞれ「アッセンブリ」で2,608千円、「フィルタ」で4,020千円増加しておりま

す。
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（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27年４月１日

　 至 平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年６月30日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 1,891,003 49.8 1,651,513 49.0

アッセンブリ 1,454,641 38.3 1,218,249 36.1

フィルタ 453,759 11.9 503,801 14.9

合計 3,799,404 100.0 3,373,564 100.0

（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27年４月１日

　 至 平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年６月30日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 566,315 29.9 502,002 30.4

アッセンブリ 887,408 61.0 701,703 57.6

フィルタ 128,858 28.4 182,519 36.2

合計 1,582,582 41.7 1,386,226 41.1

（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27年４月１日

　 至 平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28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 1,834,147 1,170,366 1,702,273 1,065,845

アッセンブリ 1,858,426 2,143,421 1,221,704 1,667,114

フィルタ 501,262 481,360 504,251 452,843

合計 4,193,835 3,795,148 3,428,229 3,185,802

（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27年４月１日

　 至 平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年６月30日）

金額 金額

ネットシェイプ 1,841,425 1,544,353

アッセンブリ 1,532,353 1,160,400

フィルタ 442,027 516,046

合計 3,815,807 3,220,800

（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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