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未来へアクセス

株主の皆様へ

第66期中間報告書
平成28年4月1日から平成28年9月30日まで
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代表取締役社長

売上高� （単位：百万円） 経常利益� （単位：百万円）営業利益� （単位：百万円）
親会社株主に帰属する
中間（当期）純利益� （単位：百万円）

※当社グループは第65期連結会計年度より連結財務諸表を作成しております。
　第64期事業年度は単体の数値を記載しております。

　株主の皆様には、平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申しあ
げます。当社第66期中間期（平成28年4月1日から平成28年9月
30日まで）の営業の概況についてご報告申しあげます。 

　当中間連結会計期間における我が国経済は、中国をはじめと
した新興国の景気減速の影響に加え、為替変動による業績悪化
懸念から足元の景気回復に停滞感がみられ、依然として先行き
不透明な状況で推移しております。
　当社グループを取り巻く機械器具関連業界においては、円高
により輸出に力強さを欠くものの、維持・更新を中心に設備投資
需要は底堅く、堅調に推移いたしました。
　このような状況の下、当社グループは、中期経営計画 

の２年目として、当社の「新たな商社機能」の強化
と提供価値の向上に取り組んでおります。

　具体的には、平成28年５月に、当社の経営方針・具体的施策につ

展示会を各地で随時実施。
中期経営計画� �達成のため
情報獲得機会の増大に取り組む。

トップインタビュー
TOP INTERVIEW
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いてお取引先様にご理解・ご協力をいただくため、「事業方
針説明会」を実施いたしました。また、平成28年４月にポート
メッセなごやで開催された「名古屋機械要素技術展」に出
展、平成28年６月に東京ビッグサイトで開催された「国際食
品工業展（FOOMA JAPAN）」および「機械要素技術展」に
出展いたしました。さらにユーザー様との接点の場として、
お取引先様との協働による展示会の開催や、ユーザー様の
工場へ出向いて行う出張展示会を各地域で随時実施し、「商
売の芽」となる情報獲得機会の増大に取り組みました。

　人財の育成については、環境が変化する中で自己変革に
挑戦し競争力を生むための人財づくりを目指し、従来から
のメニューに自社独自の研修プログラムも組み込み、展開
を開始しております。
　また、平成28年８月には３年ぶりとなる総合カタログ
MEKASYS2016年版を発刊し、運用を開始いたしました。
本カタログは、紙面上で概ねの商品選定が可能となる「組

込部品カタログ」と、過去に掲載できなかったメーカーを
含めた約300社を代表的な商品写真と共に紹介した「プロ
ダクトガイド」の２冊組となっており、設計や生産現場の
様々な部署でご活用いただける構成となっております。
　この結果、当中間連結会計期間におきましては、売上高
497億７千９百万円（前年同期比0.8％増）、営業利益19億
９千８百万円（前年同期比9.6%減）、経常利益21億４千万
円（前年同期比7.3%減）となり、親会社株主に帰属する中
間純利益につきましては、16億９百万円（前年同期比
2.0%減）となりました。
　以上により通期の連結業績見通しにつきましては、売上
高1,050億円、営業利益52億9千万円、経常利益54億5千
万円、親会社株主に帰属する当期純利益35億6千万円を見
込んでおり、当初の予想値からの変更はございません。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご
鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

平成28年12月

自社独自の研修プログラムを組み込み、
競争力を生むための人財づくりを目指す。
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　動力伝導機器分野では、歯車減速機、
チェーン伝導用品、ベアリングが堅調に
推移したものの、その他の分類において
伸び悩み、低調に推移いたしました。
　この結果、当中間連結会計期間の売
上高は214億5千7百万円（前年同期比
1.2％減）となりました。

　産業機器分野では、コンベヤ関連機
器、システム関連、環境機器、ファン等が
堅調に推移したものの、昇降揚重機、各
種運搬機器が伸び悩みました。
　この結果、当中間連結会計期間の売
上高は113億3千2百万円（前年同期比
1.3％増）となりました。

　制御機器分野では、油圧・空圧機器、
ホース、チューブ、継手、ロボット、ナットラン
ナ等が堅調に推移いたしましたが、アクチュ
エータが低調な推移となりました。
　この結果、当中間連結会計期間の売
上高は169億8千9百万円（前年同期比
3.0％増）となりました。

（単位：億円） （単位：億円） （単位：億円）

2

010_0561601602812.indd   2 2016/11/21   18:00:28



連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円未満は切捨て）

科目
第66期中

平成28年9月30日現在
第65期中

平成27年9月30日現在
第65期

平成28年3月31日現在

資産の部

流動資産 58,537 58,741 60,963

固定資産 POINT 1 20,947 19,298 18,914

資産合計 79,485 78,040 79,878

負債の部

流動負債 12,080 12,837 13,140

固定負債 2,961 3,182 3,011

負債合計 15,042 16,019 16,151

純資産の部

株主資本 62,398 59,897 61,809

その他の包括利益累計額 2,044 2,123 1,917

純資産合計 64,442 62,020 63,726

負債純資産合計 79,485 78,040 79,878

連結損益計算書（要旨） （単位：百万円未満は切捨て）

科目
第66期中

平成28年4月 1 日から
平成28年9月30日まで

第65期中
平成27年4月 1 日から
平成27年9月30日まで

第65期
平成27年4月 1 日から
平成28年3月31日まで

売上高 49,779 49,398 101,508
売上原価 42,716 42,265 86,675
売上総利益 7,062 7,132 14,832
販売費及び一般管理費 5,063 4,921 9,766
営業利益 1,998 2,210 5,066
営業外収益 331 283 533
営業外費用 189 184 376
経常利益 2,140 2,309 5,222
特別利益 ― 400 400
特別損失 0 214 217
税金等調整前中間（当期）純利益 2,140 2,495 5,406
法人税、住民税及び事業税 686 675 1,654
法人税等調整額 △155 177 196
親会社株主に帰属する中間（当期）純利益 1,609 1,642 3,555

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円未満は切捨て）

科目
第66期中

平成28年4月 1 日から
平成28年9月30日まで

第65期中
平成27年4月 1 日から
平成27年9月30日まで

第65期
平成27年4月 1 日から
平成28年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,807 946 2,263
投資活動によるキャッシュ・フロー POINT 2 △9,515 △1,463 △1,803
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,096 △1,052 △1,132
現金及び現金同等物に係る換算差額 △48 0 △19
現金及び現金同等物の増加額 

POINT 2又は減少額（△） △8,853 △1,568 △693

現金及び現金同等物の期首残高 26,450 27,144 27,144
現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 17,597 25,576 26,450

固定資産
前連結会計年度末に比べ20億3千2百万円増
加し、209億4千7百万円となりました。これは、
投資有価証券が19億4千2百万円増加したこ
と等によるものであります。

投資活動による
キャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は、95億1千5百
万円（前年同期において使用した資金14億6千
3百万円）でした。現金及び現金同等物の減少
額88億5千3百万円の主な要因は、現金及び
現金同等物である3か月満期定期預金から1年
満期定期預金への預入による支出が75億8百
万円、投資有価証券の取得による支出が15億
3千万円あったこと等によるものであります。

連結業績ハイライト
CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS

POINT 1

POINT 2
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┃FOOMA JAPAN 2016 国際食品工業展

┃METALEX VIETNAM 2016

┃第２０回 機械要素技術展M-Tech

┃第１９回 関西機械要素技術展M-Tech KANSAI

　国内においては「モノづくりに関わる人に“よかった”を届けたい」をテーマに６月７日（火）〜１０日（金）に東京ビッグサイトにお
いて開催されました「FOOMA JAPAN 2016 国際食品工業展」、６月２２日（水）〜２４日（金）に東京ビッグサイトにおいて開催
されました「第２０回 機械要素技術展M-Tech」、１０月５日（水）〜７日（金）にはインテックス大阪において開催されました「第１９
回 関西機械要素技術展M-Tech KANSAI」にそれぞれ出展いたしました。
　ベトナムにおいては「ホーチミンにおけるNICHIDEN VIET NAM CO.,LTDとMEKASYSの知名度の向上を目指す」をテー
マに１０月６日（木）〜８日（土）にSaigon Exhibi t ion and Convent ion Centerにおいて開催されました「METALEX 
VIETNAM 2016」に出展いたしました。

中期経営計画 の内容につきましては、当社ホームページにてご覧いただけます。 日伝 中期経営計画 検索

┃展示会への出展┃
「商売の芽」となる情報獲得機会の増大

トピックス
TOPICS
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会社情報／株式情報

会社の概要� （平成28年9月30日現在）

商号

英文社名

設立 昭和27年1月26日

本社所在地 大阪市中央区上本町西一丁目2番16号

資本金 53億6千8百万円

従業員数 782名

関係会社 岡崎機械株式会社　
日伝国際貿易（上海）有限公司
NICHIDEN TRADING（Thailand）Co.,Ltd.
NICHIDEN（Thailand）Co.,Ltd.　
NICHIDEN VIET NAM CO.,LTD
株式会社プロキュバイネット

役�員� （平成28年9月30日現在）

代表取締役会長 西木　利彦
代表取締役社長 福家　利一 営業本部長

常務取締役 酒井　義之 中部ブロック長

常務取締役 榊原　恭平 ＭＥシステム統括部長

常務取締役 岡本　賢一 東部ブロック長

取締役 寒川　睦志 西部ブロック長

取締役 檜垣　泰雄 管理本部長兼総務部長

取締役 小山　章松
取締役 寺嶋　康子
常勤監査役 河村　竹佳
常勤監査役 石谷　勇児
監査役 古田　清和
監査役 川上　　勝

株式の状況� （平成28年9月30日現在）

発行可能株式の総数 63,000,000株

発行済株式の総数  15,701,885株
（自己株式241,115株を除く。）

株主数 2,997名

大株主（上位10名） 持株数（千株） 持株比率（％）

日伝共栄会 1,734 11.04

日伝仕入先持株会 962 6.13

西木　進 727 4.63

株式会社利双企画 700 4.45

株式会社みずほ銀行 550 3.50

有限会社ニシキ興産 523 3.33

日伝従業員持株会 500 3.18

株式会社百十四銀行 491 3.12

西木　利彦 418 2.66

株式会社りそな銀行 335 2.13

（注） 取締役のうち、小山章松、寺嶋康子の両氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であり
ます。

 監査役のうち、古田清和、川上勝の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 
なお、当社は小山章松、寺嶋康子、古田清和、川上勝の各氏を東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

●金融機関 31名 2,786,100株 17.48%

●証券会社 20名 30,333株 0.19%

●法人 351名 5,214,829株 32.71%

●個人その他 2,595名 7,911,738株 49.62%

●1千株未満 2,241名 361,442株 2.27%

●1千株以上 607名 1,619,662株 10.16%

●1万株以上 123名 3,636,737株 22.81%

●10万株以上 19名 4,626,415株 29.02%

●50万株以上 7名 5,698,744株 35.74%

株式分布状況

（注）持株比率は自己株式(241,115株)を除いて計算しております。

所有株式数別
株式分布状況

所有者別
株式分布状況

CORPORATE INFORMATION / STOCK INFORMATION
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　株主の皆様の日頃のご支援に感謝し、毎年9月30日基準日の株主優待制度に加え、毎年3月31日基準日の株主優待制度
を新設いたしました。

株主優待制度拡充のお知らせ

POINT 

ベトナム

ハノイ支店�平成28年2月開設

ホーチミン本社�平成26年設立

ハイフォン駐在員事務所
平成28年11月開設

経済発展のめざましいベトナムにおいて、ハイフォン市周辺は、北ベトナムで第２の工業地帯でもあり、
日系企業が数多く進出されていることから、地域の要望に即した営業展開をすることにより、業容拡大
が見込めると判断したため、この度ハイフォン市に駐在員事務所を開設することといたしました。

海外展開の加速 ~ベトナム現地法人の拠点拡充~

国内外の拠点情報につきましては、当社ホームページにてご覧いただけます。 日伝 拠点 検索

名　称：NICHIDEN VIET NAM CO.,LTD　HAIPHONG OFFICE
開設日：平成28年11月

贈呈時期／毎年12月

基準日／毎年9月30日

（注） このQUOカードには、社会貢献寄付金として「緑の募金」が付いており、公益社団法人国土緑化推進機構へ寄付され、
集められた寄付金は、緑化推進に役立てられます。

贈呈時期／毎年6月

基準日／毎年3月31日 NEW

社会貢献寄付金付
QUOカード1,000円分

社会貢献寄付金付
QUOカード3,000円分

株式会社クオカード

100株以上
1,000株未満 1,000株以上

讃州育ち本切りセット
さぬきうどん300g×3袋（9人前）

株式会社めりけんや

こだわり厳選セット
無洗米2kg詰め�3パック

幸南食糧株式会社

100株以上
1,000株未満 1,000株以上

6
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未来へアクセス

事業年度
毎年4月1日から
翌年3月31日までの1年

剰余金の
配当基準日

3月31日
（中間配当を行う場合は9月30日）

定時株主総会 毎年6月

単元株式数 100株

株主名簿管理人
事務取扱場所

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社　
本店証券代行部

公告方法

電子公告といたします。
ただし、事故その他やむを得ない事由に
よって電子公告による公告をすることが
できない場合は、日本経済新聞に掲載
する方法といたします。

証券コード 9902

株主優待制度

毎年9月30日および3月31日現在の株
主名簿に記載または記録された所有株
式数100株以上の株主様に対して当社
指定粗品を贈呈いたします。

証券会社等に
口座をお持ちの場合

証券会社等に
口座をお持ちでない場合
（特別口座の場合）

郵送物送付先

お取引の証券会社
等になります。

〒168-8507　
東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行 証券代行部

お問い合わせ先
フリーダイヤル　
0120-288-324

（土・日・祝日を除く9：00〜17：00）

各種手続お取扱店
（住所変更、株主配当金
受取り方法の変更等）

みずほ証券　
本店および全国各支店
プラネットブース（みずほ銀行内の店
舗）でもお取扱いたします。

みずほ信託銀行
本店および全国各支店　
＊トラストラウンジではお取扱できま
せんのでご了承ください。

未払配当金のお支払
みずほ信託銀行およびみずほ銀行の本店および
全国各支店（みずほ証券では取次のみとなります）

ご注意

支払明細発行については、
右の「特別口座の場合」の
郵便物送付先・お問い合わ
せ先・各種手続お取扱店を
ご利用ください。

特別口座では、単元未満株式の買
取以外の株式売買はできません。
証券会社等に口座を開設し、株式
の振替手続を行っていただく必要
があります。

上場株式配当金の
支払いに関する
通知書について

租税特別措置法の改正により、株主様に支払配当金額や源泉徴収税額等を記載した「支払通知書」を通知することとなっております。
つきましては、「支払通知書」の法定要件を満たした「配当金計算書」を同封しておりますので、確定申告の添付資料としてご使用くだ
さい。なお、配当金を株式数比例配分方式によりお受け取りの場合、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われますので、確定
申告の添付書類としてご使用いただける「支払通知書」につきましては、お取引の証券会社等へお問い合わせください。

株主メモ

「MEKASYS」は、株式会社日伝の
登録商標第5354848号です。

この冊子は環境保全の
ため、植物油インキを
使用しています。

IRに関するお問い合わせ先
当社ホームページIR関連のお問い合わせフォームよ

り承っております。資料請求、ご質問、ご意見、ご要望

などがございましたら、気軽にお問い合わせください。

日伝 IR 検索
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