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期比14.5％減）、営業利益14億9千7百万円（前年同
期比37.9％減）、経常利益16億2百万円（前年同期
比36.6％減）となり、親会社株主に帰属する四半期
純利益につきましては、10億8千4百万円（前年同期
比36.0％減）となりました。

　このような状況の下、第２次中期経営計画
の最終年度の取り組みを

着実に実行することにより、「新たな商社機能」の強
化と提供価値および貢献力の向上に取り組んでお
ります。
　具体的には、新型コロナの感染拡大により、各種
展示会が中止や延期される中、Ｗｅｂセミナーの開
催など各種ＩＴツールを駆使することで、ユーザー様

トップインタビュー

TOP INTERVIEW

　当中間連結累計期間における我が国経済
は、新型コロナの感染拡大によるインバウンド

需要の減少や世界経済の下振れを背景に輸出が大
幅に減少し、国内の消費活動も大幅に低下いたしま
した。7月以降、外出自粛緩和などを背景に、景気持ち
直しに向けた動きも徐々に進んできてはおりますが、
雇用・所得環境の悪化や、「３密」回避など感染対策の
継続が必要なことから、個人消費の低迷は長期化す
る様相となっております。
　当社グループを取り巻く機械器具関連業界におきま
しては、急激な景気の落ち込みは底打ちしたとの一部
見方もありますが、活動制限・需要低迷による業績悪
化を背景に、企業の設備投資は慎重姿勢が強く、実行
ベースでは前年を下回った状態が継続しております。
　この結果、売上高は、479億2千8百万円（前年同

　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70期中間期（2020年4月1

日から2020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。

A

当中間期の事業環境および
業績はいかがでしたか。Q

Q
第２次中期経営計画で、
重点的に取り組まれたことを
お聞かせください。

A

第2次中期経営計画最終年度の取り組みを 着実に実行するために
ITツールを活用し、課題解決提案機会の創 出と事業領域の拡大を目指してまいります。

NICHIDEN1

010_0561601602012.indd   1 2020/11/11   4:52:44



への課題解決提案機会の創出と事業領域の拡大
を図っております。また、９月にはバーチャル展示会

「ITmedia Virtual EXPO 2020 秋」に出展し、製
造現場の課題に対する最適なソリューション提案を
行いました。

　2021年３月期の連結業績見通しにつきま
しては、先ほどもご説明いたしましたとおり、上

期については国内における緊急事態宣言の解除等に
より経済活動が徐々に再開しているものの、依然とし
て低水準にとどまっておりましたが、下期については
緩やかな回復を見込んでいることから、連結売上高
1,000億円、営業利益34億1千万円、経常利益36億
円、親会社株主に帰属する当期純利益24億4千万円
をそれぞれ設定し８月３日に公表いたしました。

A

Q 通期の見通しをお聞かせください。

　また、１株あたりの配当金は、普通配当40円を予定
しております。
　依然として厳しい経営環境ではありますが、これま
でにも増して皆様からのご支援ご協力を賜りますよう
お願い申しあげます。

2020年12月

第2次中期経営計画最終年度の取り組みを 着実に実行するために
ITツールを活用し、課題解決提案機会の創 出と事業領域の拡大を目指してまいります。
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財務情報の詳細は、当社ホーム
ページIR情報をご覧ください。

https://www.nichiden.com/ir/

携帯電話のQRコード読み取り機能を
利用して、サイトにアクセスすることが
できます。

連結業績ハイライト

CONSOLIDATED FINANCIAL HIGHLIGHTS

総資産 純資産

99,987

第70期
中間期

77,796

104,805

第68期

75,520

102,752

第69期

76,692

102,216

第67期

72,698

総資産・純資産 （単位:百万円）

77.8

第70期
中間期

72.1

第68期

74.6

第69期

71.1

第67期

110.41

中間期 通期

第69期

（予想）
77.70

第70期

34.53
53.96

144.82

第68期

75.35

138.67

第67期

67.33

112,334

中間期 通期

第69期

（予想）
100,000

第70期

47,92856,062

124,604119,712

第68期

62,166

第67期

58,046

5,154

中間期 通期

第69期

（予想）
3,410

第70期

1,497
2,412

6,595
6,051

第68期

3,254

第67期

2,971

5,382

中間期 通期

第69期

（予想）
3,600

第70期

1,602
2,529

6,7746,254

第68期

3,393

第67期

3,092

3,467

中間期 通期

第69期

（予想）
2,440

第70期

1,084
1,694

4,548

第68期

2,366

4,354

第67期

2,114

自己資本比率 （単位:%）

1株当たり中間（当期）純利益 （単位:円）

売上高 （単位:百万円） 営業利益 （単位:百万円） 経常利益 （単位:百万円）

（注） 2017年10月1日を効力発生日とした株式分割（1株に
つき2株の割合で分割）を考慮して算出しております。

親会社株主に帰属する
中間（当期）純利益� （単位:百万円）
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特集

SPECIAL FEATURE

SDGsの取り組みは、当社ホームページCSR情報
をご覧ください。
https://www.nichiden.com/socialenvironment/sdgs/

におけるSDGｓの取り組み
　経営理念と経営ビジョンを基に、世界共通事項であるSDGｓを活用して、これまで取り組んで来た企業活動を、「SDGｓ」とい
う観点から見直しました。その上で、「事業活動で貢献するテーマ」と「事業活動の基盤となる社内テーマ」の2つの枠組みに落と
しこみました。
　私たちは、「社会的重要課題の解決＝市場ニーズ」という考えのもと、SDGｓ達成に向けたアクションを積極的に取り入れ、事
業活動を進めてまいります。

携帯電話のQRコード読み取り機能を
利用して、サイトにアクセスすることが
できます。

経営理念

わが社は、全社員の総力を結集し、社業をもって
社会の繁栄に貢献し、永遠の発展を目指します。

日伝が取り組む2つのテーマ

事業活動で貢献するテーマ
課題解決・ソリューション

環境貢献
環境貢献

人財育成・活用
人財確保・育成

労働環境 コンプライアンス

事業活動の基盤となる社内テーマ

経営ビジョン

わが社は、常に対話を重視し、優位性のあるビ
ジネスモデルの創造と活用に取り組み、顧客
ニーズに応えることにより、ステークホルダーに
信頼される個性的な企業を目指します。

目指す姿

「持続的な成長と企業価値の向上」と「持続可能な社会の実現に貢献」
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“IoT活用パッケージ”
の発刊

ITmedia Virtual EXPOに
出展 ［9/1～9/30］

　設備データの見える化・自動収集などのデータ収
集から、品質向上・コスト削減などのデータ活用を
実現するための“IoT活用パッケージ”を発刊しま
した。
　お困りごとの改善提案を取り組みの状況に合わ
せて分かりやすくご紹介しています。

　モノづくり業界最大規模のバーチャル展示会「ITmedia Virtual EXPO 
2020 秋」に出展。時と場所の制約を受けない情報収集の場として多く
のお客様に参加いただきました。当社ブースでは最新技術や製品情報に
加え、改善支援・稼動監視などお客様のお困りごとに合わせて複数の
メーカーを組み合わせた“パッケージ”という切り口で
課題解決の提案を行いました。新たなユーザー様との
接点を持つことができ、今後の営業活動へつなげる有
意義な展示会にす
ることができました。

基準日／毎年9月30日

贈呈時期／毎年6月

社会貢献寄付金付QUOカード
1,000円分 3,000円分

株式会社めりけんや 幸南食糧株式会社

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）

こだわり厳選セット
無洗米2kg詰め 3パック

100株以上1,000株未満 1,000株以上

株 主 優 待 制 度のお知らせ
基準日／毎年3月31日

贈呈時期／毎年12月

（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。

特集

SPECIAL FEATURE
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会社情報/株式情報

CORPORATE INFORMATION / STOCK INFORMATION

会社の概要 （2020年9月30日現在）

商号

英文社名

設立 1952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 876名（連結947名）
関係会社 岡崎機械株式会社　

大和理研株式会社
株式会社空間洗浄Lab.
エヌピーエーシステム株式会社
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
NICHIDEN USA Corporation
株式会社プロキュバイネット

役 員 （2020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

専務取締役 岡本　賢一 東部ブロック長兼東部ＭＥシステム部管掌

常務取締役 寒川　睦志 西部ブロック長

取締役 檜垣　泰雄 管理本部長

取締役 佐々木　一 営業本部長

取締役 森田　淳二 西部ＭＥシステム部長
兼エンジニアリング部担当

取締役（常勤監査等委員）  田　富一

取締役（監査等委員） 古田　清和

取締役（監査等委員）川上　勝

取締役（監査等委員） 寺嶋　康子

（注） 取締役（監査等委員）古田清和、川上勝及び寺嶋康子の各氏は、会社法第２条第15号に定める
社外取締役であります。なお、古田清和、川上勝及び寺嶋康子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。

株式の状況 （2020年9月30日現在）

発行可能株式の総数 126,000,000株
発行済株式の総数  31,403,486株

（自己株式482,514株を除く。）

株主数 6,452名

大株主（上位10名） 持株数（千株） 持株比率（％）

日伝共栄会 3,742 11.91

日伝仕入先持株会 2,186 6.96

株式会社利双企画 1,700 5.41

日伝従業員持株会 999 3.18

株式会社百十四銀行 982 3.12

西木　進 931 2.96

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 847 2.69

西木　利彦 839 2.67

有限会社ニシキ興産 747 2.38

株式会社みずほ銀行 700 2.22
（注）持株比率は自己株式(482,514株)を除いて計算しております。

株式分布状況

●金融機関 24名 5,643,400株 17.70%

●証券会社 15名 291,004株 0.91%

●法人 369名 10,575,639株 33.17%

●個人その他 6,044名 15,375,957株 48.22%

所有者別
株式分布状況
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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）
（＊）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。

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・買増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。

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。

日伝 ホームページ

携 帯電 話のQRコード読 み取り 
機能を利用して、サイトにアクセス
することができます。

https://www.nichiden.com
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