
2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2022年8月1日

上場会社名 株式会社ニチダイ 上場取引所 東

コード番号 6467 URL https://www.nichidai.jp

代表者 （役職名） 代表取締役社長執行役員 （氏名） 伊藤　直紀

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員管理本部長 （氏名） 山根　隆義 TEL 0774-62-3481

四半期報告書提出予定日 2022年8月10日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

（百万円未満切捨て）

1. 2023年3月期第1四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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 ％

2023年3月期第1四半期 2,645 △21.6 △44 ― △6 ― △69 ―

2022年3月期第1四半期 3,373 24.4 146 ― 149 ― 99 ―

（注）包括利益 2023年3月期第1四半期　　204百万円 （△14.8％） 2022年3月期第1四半期　　239百万円 （―％）

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

2023年3月期第1四半期 △7.72 ―

2022年3月期第1四半期 11.00 ―

(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 ％

2023年3月期第1四半期 15,488 11,612 67.6

2022年3月期 15,327 11,439 67.6

（参考）自己資本 2023年3月期第1四半期 10,465百万円 2022年3月期 10,363百万円

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

2022年3月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00

2023年3月期 ―

2023年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

（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. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023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) 5,850 △13.8 90 △64.8 85 △66.0 25 △82.4 2.76

通期 12,200 △0.8 310 42.7 300 13.3 200 ― 22.10

（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 ： 有

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） 2023年3月期1Q 9,053,300 株 2022年3月期 9,053,300 株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Q 2,066 株 2022年3月期 2,066 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Q 9,051,234 株 2022年3月期1Q 9,051,234 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」をご覧ください。

（決算補足説明資料の入手方法について）

　決算説明資料については、８月１日に当社ホームページに掲載する予定です。
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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、新型コロナウイ

ルス感染拡大に伴う、中国のロックダウンによる部品供給不足などにより、世界各地の自動車販売台数が低迷し、

日系自動車メーカーの生産台数にも影響を及ぼしております。

　また、ウクライナ問題に起因する不安定な国際情勢が続いているほか、原材料価格の高騰、急激な為替変動など、

依然世界経済は先行き不透明な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では、前年度後半から続いている国内外の自動車産業の不振に伴い、

国内、海外双方の売上高が前年同期と比較し減少いたしました。その結果、ネットシェイプ事業の売上高は14億８

百万円（前年同期比14.5％減）となりました。

　アッセンブリ事業につきましても、前年からのターボチャージャー部品の需要低迷が続いていることから、売上

高は６億４千３百万円（前年同期比42.9％減）となりました。

　フィルタ事業につきましては、需要構成は変わりながらも前年と同水準の売上高で推移いたしました。その結果、

売上高は５億９千３百万円（前年同期比1.3％減）となりました。

　以上の結果、連結売上高は26億４千５百万円（前年同期比21.6％減）となりました。

　損益面におきましては、全事業減収となったことなどから、営業損失は４千４百万円（前年同期は１億４千６百

万円の営業利益）となりました。また、為替差益を計上したことから、経常損失６百万円（前年同期は１億４千９

百万円の経常利益）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は６千９百万円（前年同期は９千９百万円の親会

社株主に帰属する四半期純利益）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１億６千１百万円増加し、154億８

千８百万円となりました。これは、主に受取手形及び売掛金が１億３千７百万円、未収入金が３千９百万円、有形

固定資産が７千５百万円増加した一方、現金及び預金が２千５百万円、棚卸資産が８千７百万円、繰延税金資産が

２千４百万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１千１百万円減少し、38億７千６百万円となりました。これは、

主に賞与引当金が２億２百万円、未払金が１億３百万円増加した一方、借入金が２億４百万円、リース債務が６千

９百万円、未払法人税等が４千３百万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６千９百万円、為替換算調整勘定２億２百万円の増

加等により、前連結会計年度末に比べて１億７千２百万円増加し、116億１千２百万円となり、自己資本比率は67.6

％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

　2022年４月28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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２．四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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,056,482 4,031,005

受取手形及び売掛金 2,319,863 2,456,895

電子記録債権 720,316 748,480

商品及び製品 613,441 696,848

仕掛品 743,634 727,075

原材料及び貯蔵品 629,010 474,757

その他 97,833 166,239

流動資産合計 9,180,580 9,301,302

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,460,627 1,452,600

機械装置及び運搬具（純額） 1,164,864 1,247,563

土地 1,812,291 1,825,403

その他（純額） 616,910 604,309

有形固定資産合計 5,054,693 5,129,876

無形固定資産 561,338 545,199

投資その他の資産 530,752 512,612

固定資産合計 6,146,784 6,187,688

資産合計 15,327,365 15,488,991
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,008,015 1,037,457

短期借入金 430,000 430,000

1年内返済予定の長期借入金 759,722 583,353

リース債務 279,697 240,111

未払法人税等 65,694 22,461

賞与引当金 156,523 359,282

その他 550,402 615,686

流動負債合計 3,250,055 3,288,353

固定負債

長期借入金 544,509 516,711

リース債務 45,134 14,935

繰延税金負債 308 6,587

退職給付に係る負債 47,803 49,992

固定負債合計 637,756 588,226

負債合計 3,887,811 3,876,580

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 7,361,675 7,264,610

自己株式 △1,236 △1,236

株主資本合計 9,983,216 9,886,152

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,112 4,001

為替換算調整勘定 295,365 497,452

退職給付に係る調整累計額 79,825 78,144

その他の包括利益累計額合計 380,303 579,597

非支配株主持分 1,076,033 1,146,660

純資産合計 11,439,554 11,612,410

負債純資産合計 15,327,365 15,488,991
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 3,373,807 2,645,187

売上原価 2,687,998 2,135,955

売上総利益 685,808 509,232

販売費及び一般管理費 539,292 554,118

営業利益又は営業損失（△） 146,516 △44,886

営業外収益

受取利息 578 711

受取配当金 103 202

受取保険金及び保険配当金 4,038 4,919

為替差益 - 29,803

その他 2,323 5,400

営業外収益合計 7,043 41,037

営業外費用

支払利息 2,544 1,796

為替差損 1,117 -

障害者雇用納付金 600 750

その他 210 198

営業外費用合計 4,472 2,744

経常利益又は経常損失（△） 149,087 △6,593

特別利益

固定資産売却益 532 -

特別利益合計 532 -

特別損失

固定資産除却損 0 86

減損損失 - 12,069

特別損失合計 0 12,155

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

149,619 △18,748

法人税、住民税及び事業税 26,462 21,563

法人税等調整額 5,701 31,903

法人税等合計 32,164 53,466

四半期純利益又は四半期純損失（△） 117,455 △72,215

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

17,900 △2,304

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（△）

99,554 △69,911
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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 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 117,455 △72,215

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,484 △1,111

為替換算調整勘定 125,568 279,427

退職給付に係る調整額 △693 △1,681

その他の包括利益合計 122,390 276,635

四半期包括利益 239,845 204,419

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 189,081 129,383

非支配株主に係る四半期包括利益 50,764 75,036
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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。

（会計方針の変更）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－

２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用

することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

　前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症拡大の影響

に関する仮定について重要な変更はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021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並びに収益の分解情報

(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

　日本 1,048,460 489,612 374,916 1,912,989 ― 1,912,989

　タイ 296,279 635,938 31,158 963,376 ― 963,376

　その他 301,938 ― 195,502 497,440 ― 497,440

顧客との契約から生じる収
益

1,646,678 1,125,551 601,577 3,373,807 ― 3,373,807

外部顧客への売上高 1,646,678 1,125,551 601,577 3,373,807 ― 3,373,807

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

20,372 ― ― 20,372 △20,372 ―

計 1,667,051 1,125,551 601,577 3,394,179 △20,372 3,373,807

セグメント利益 35,253 35,418 78,415 149,087 ― 149,087

(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 2022年４月１日 至 2022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並びに収益の分解情報

(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

　日本 915,192 319,991 358,500 1,593,684 ― 1,593,684

　タイ 283,433 323,137 12,375 618,945 ― 618,945

　その他 209,819 ― 222,738 432,558 ― 432,558

顧客との契約から生じる収
益

1,408,445 643,128 593,613 2,645,187 ― 2,645,187

外部顧客への売上高 1,408,445 643,128 593,613 2,645,187 ― 2,645,187

セグメント間の内部売上高
　又は振替高

42,331 ― ― 42,331 △42,331 ―

計 1,450,776 643,128 593,613 2,687,519 △42,331 2,645,187

セグメント利益又は損失(△) △50,464 △23,533 67,403 △6,593 ― △6,593

(注)１. 調整額は、セグメント間取引消去であります。

　 ２. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の経常損失であります。

（収益認識関係）

　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりでありま

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 2021年４月１日

　 至 2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 2022年４月１日

　 至 2022年６月30日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 1,646,678 48.8 1,408,445 53.2

アッセンブリ 1,125,551 33.4 643,128 24.4

フィルタ 601,577 17.8 593,613 22.4

合計 3,373,807 100.0 2,645,187 100.0

（注） 内、海外向売上高

事業別

前第１四半期連結累計期間

（自 2021年４月１日
　 至 2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自 2022年４月１日
　 至 2022年６月30日）

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

ネットシェイプ 598,218 36.3 493,252 35.0

アッセンブリ 635,938 56.5 323,137 50.2

フィルタ 226,660 37.7 235,113 39.6

合計 1,460,817 43.3 1,051,503 39.8

（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 2021年４月１日
　 至 2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自 2022年４月１日
　 至 2022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 1,729,364 1,404,290 1,295,963 1,070,012

アッセンブリ 1,126,840 1,523,474 586,530 937,823

フィルタ 623,275 678,392 701,764 720,074

合計 3,479,479 3,606,157 2,584,258 2,727,910

（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 2021年４月１日
　 至 2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自 2022年４月１日
　 至 2022年６月30日）

金額 金額

ネットシェイプ 1,650,156 1,368,284

アッセンブリ 1,165,620 661,691

フィルタ 621,973 579,488

合計 3,437,750 2,609,464

（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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