




株式会社ニチダイ(6467) 平成29年３月期 第３四半期決算短信

― 1 ―

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………２

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………………………３

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………………………３

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………………………３

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………………………３

（４）追加情報 ………………………………………………………………………………………………３

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………４

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………４

（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 …………………………………………６

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………８

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………８

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………８

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………８

（生産、受注及び販売の状況） ………………………………………………………………………９

決算短信（宝印刷） 2017年01月31日 17時37分 1ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社ニチダイ(6467) 平成29年３月期 第３四半期決算短信

― 2 ―

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、回復の兆候は見

えているもののASEAN市場が低水準で推移した一方、第３四半期は、国内販売が前年を上回る水準で推移するととも

に、米国、中国などの主力市場では引き続き好調に推移いたしました。

　また、当第３四半期においては、為替相場が急激に変動するなど経済状況が変化しており、今後の国際政治経済

の状況が自動車産業の動向に影響を与える可能性があります。

　このような状況のなか、ネットシェイプ事業の金型部門では、国内ユーザー向けの売上高が前年対比で増加した

ものの、アジア地域向けの売上高は前年を下回る水準で推移しました。また、精密鍛造品部門ではエアコン用スク

ロールコンプレッサー部品の売上高が前年を下回る水準で推移いたしました。その結果、ネットシェイプ事業の売

上高は49億５千１百万円（前年同期比8.9％減）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部品の売上高が前年を下回る一方、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傾向で推移いたしました。その結果、アッセンブリ事業の売上高は38億２

千４百万円（前年同期比4.5％増）となりました。

　フィルタ事業では、海外子会社THAI SINTERED MESH CO.,LTD.で生産する石油掘削用フィルターの低迷が続きまし

た。その結果、売上高は13億９千３百万円（前年同期比9.6％減）となりました。

　以上の結果、連結売上高は101億７千万円（前年同期比4.4％減）となりました。

　損益面におきましては、第３四半期に入り、アッセンブリ事業の収益性が回復したことや為替差損が減少した影

響などがあったものの、各事業とも前年を下回る利益水準となっております。以上の結果、営業利益３億４千５百

万円（前年同期比45.2％減）、経常利益３億３千万円（前年同期比44.3％減）、親会社株主に帰属する四半期純利

益１億９千４百万円（前年同期比50.6％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四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１千５百万円減少し、157億９百

万円となりました。これは、主に現金及び預金が２億７千３百万円、未収入金が３億２千５百万円増加した一方、

受取手形及び売掛金が７千７百万円、棚卸資産が３億８百万円、有形固定資産が１億５千４百万円減少したことに

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３億７千万円増加し、57億６千９百万円となりました。これは、

主に買掛金が７千４百万円、未払金が１億７千９百万円、リース債務が２億３千１百万円増加した一方、未払法人

税等が５千６百万円、未払消費税等が６千６百万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、為替換算調整勘定等によりその他の包括利益累計額が２億９千８百万円、非支配株主持

分が１億１百万円減少したことにより、前連結会計年度末に比べて３億８千６百万円減少し、99億３千９百万円と

なり、自己資本比率は58.0％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10月25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．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、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、事業構造の転換を実行するための設備投資を契機として、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３四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91,212千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３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,073,286 2,346,540

受取手形及び売掛金 3,798,690 3,721,067

商品及び製品 730,068 570,019

仕掛品 1,032,555 986,428

原材料及び貯蔵品 761,288 659,066

その他 138,396 419,399

貸倒引当金 △1,607 △1,412

流動資産合計 8,532,678 8,701,109

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,254,931 2,125,915

機械装置及び運搬具（純額） 1,883,145 1,725,607

土地 1,810,342 1,785,522

その他（純額） 896,044 1,052,965

有形固定資産合計 6,844,462 6,690,011

無形固定資産 95,632 117,341

投資その他の資産 252,310 200,752

固定資産合計 7,192,405 7,008,105

資産合計 15,725,084 15,709,214

決算短信（宝印刷） 2017年01月31日 17時37分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



株式会社ニチダイ(6467) 平成29年３月期 第３四半期決算短信

― 5 ―

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成28年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,318,522 1,393,389

短期借入金 500,000 623,779

1年内返済予定の長期借入金 1,075,224 1,052,045

リース債務 132,463 437,512

未払法人税等 71,358 14,602

賞与引当金 147,044 157,882

その他 743,861 903,981

流動負債合計 3,988,473 4,583,192

固定負債

長期借入金 935,550 810,182

リース債務 354,070 280,863

退職給付に係る負債 120,945 95,036

固定負債合計 1,410,566 1,186,081

負債合計 5,399,040 5,769,274

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 6,695,864

自己株式 △1,192 △1,197

株主資本合計 9,303,540 9,317,445

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 2,932

為替換算調整勘定 227,085 △97,278

退職給付に係る調整累計額 △135,614 △109,442

その他の包括利益累計額合計 95,107 △203,787

非支配株主持分 927,396 826,282

純資産合計 10,326,044 9,939,940

負債純資産合計 15,725,084 15,709,214
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 10,635,778 10,170,084

売上原価 8,463,479 8,298,846

売上総利益 2,172,298 1,871,238

販売費及び一般管理費 1,541,705 1,525,432

営業利益 630,592 345,806

営業外収益

受取利息 5,997 5,479

受取配当金 325 368

保険解約返戻金 12,753 8,735

保険配当金 1,783 8,819

その他 8,289 15,683

営業外収益合計 29,150 39,086

営業外費用

支払利息 33,993 24,435

為替差損 31,642 25,563

雑損失 1,150 4,533

営業外費用合計 66,785 54,532

経常利益 592,957 330,360

特別利益

固定資産売却益 3,009 1,991

投資有価証券償還益 - 4,535

特別利益合計 3,009 6,526

特別損失

固定資産売却損 - 111

固定資産除却損 2,417 11,203

特別損失合計 2,417 11,314

税金等調整前四半期純利益 593,549 325,571

法人税、住民税及び事業税 96,900 74,092

法人税等調整額 22,347 38,392

法人税等合計 119,247 112,484

四半期純利益 474,301 213,087

非支配株主に帰属する四半期純利益 79,653 18,151

親会社株主に帰属する四半期純利益 394,648 194,935
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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27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 474,301 213,087

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,764 △703

為替換算調整勘定 △325,231 △443,629

退職給付に係る調整額 12,131 26,172

その他の包括利益合計 △315,864 △418,160

四半期包括利益 158,437 △205,072

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 169,013 △103,958

非支配株主に係る四半期包括利益 △10,576 △101,113
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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３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27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
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 5,435,611 3,658,607 1,541,559 10,635,778 － 10,635,778

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － －

計 5,435,611 3,658,607 1,541,559 10,635,778 － 10,635,778

セグメント利益 248,343 103,149 241,464 592,957 － 592,957

(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３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28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
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 4,951,506 3,824,713 1,393,864 10,170,084 － 10,170,084

セグメント間の内部
売上高又は振替高

241,545 － － 241,545 △241,545 －

計 5,193,052 3,824,713 1,393,864 10,411,630 △241,545 10,170,084

セグメント利益 168,879 22,592 138,888 330,360 － 330,360

(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。

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、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３四半期連結累計期間のセグメント利益が、それぞれ「ネットシェイプ」

で63,948千円、「アッセンブリ」で12,752千円、「フィルタ」で14,512千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３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　 至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年12月31日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 5,435,611 51.1 4,951,506 48.7

アッセンブリ 3,658,607 34.4 3,824,713 37.6

フィルタ 1,541,559 14.5 1,393,864 13.7

合計 10,635,778 100.0 10,170,084 100.0

（注） 内、海外向売上高

事業別

前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　 至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年12月31日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 1,747,391 32.1 1,378,104 27.8

アッセンブリ 2,136,480 58.4 2,149,873 56.2

フィルタ 453,798 29.4 333,706 23.9

合計 4,337,670 40.8 3,861,685 38.0

（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３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　 至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年12月31日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

ネットシェイプ 5,408,496 1,200,107 5,133,307 1,196,885

アッセンブリ 3,520,496 1,601,525 3,876,990 1,715,936

フィルタ 1,566,194 458,493 1,469,990 528,519

合計 10,495,188 3,260,126 10,480,288 3,441,341

（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３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日

　 至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日

　 至 平成28年12月31日）

金額 金額

ネットシェイプ 5,227,007 4,943,781

アッセンブリ 3,745,985 3,633,032

フィルタ 1,479,640 1,313,658

合計 10,452,633 9,890,473

（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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