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TOP INTERV IEW
トップインタビュー

第3次中期経営計画 目標達成に向け、着実に実行してまいります。

　当中間連結累計期間における我が国経
済は、ワクチン接種の進展と海外経済の回

復に伴う輸出の増加を背景に回復基調で推移して
おりましたが、牽引役の中国経済において信用不
安問題や電力抑制のための強制停電による操業制
限など経済活動へのマイナス要因が顕在化し、先
行きに不透明感が出始めました。
　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、東南アジア諸国の経済活動規制によ
るサプライチェーンの混乱が自動車産業に大きな
影響を及ぼし、樹脂素材や半導体の供給不足と共
に減産の要因となっております。その一方で、生産
用機械や電子部品・デバイスなどその他製造業に
おいては増産基調にあり、設備投資にも動きが出
始め、小幅ながらも回復基調は持続するものと見
られます。

当中間期の事業環境および
業績はいかがでしたでしょうか。Q

A

　この結果、売上高は、591億5千1百万円（前年同
期比23.4%増）、営業利益23億8千7百万円（前年
同期比59.5%増）、経常利益26億6千2百万円（前
年同期比66.1%増）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、18億9千4百万
円（前年同期比74.8%増）となりました。

　2021年度を初年度とする第3次中期経
営計画 ～新たな貢

献へ～を策定し、継続的な成長と持続可能な社会
の実現に取り組んでおります。具体的には、SDGs
推進を切り口とした新たなソリューション提案や、
Webを活用した情報の提供・収集などにより、
ユーザー様の課題解決に向けた取り組みを進めて
おります。

第3次中期経営計画の初年度です。
重点的に取り組まれたことを
お聞かせください。

Q

A

　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71期中間期（2021年4月

1日から2021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。
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第3次中期経営計画 目標達成に向け、着実に実行してまいります。

　当中間期で取り組みしました設備面で
は、2021年9月に戦略的在庫の拡充及び

西部地区のデリバリー機能を強化するため、西部
物流センターを大阪府門真市へ新築移転いたしま
した。また、同センター内に新たな営業拠点として
門真営業所を開設し、より地域に密着した営業展
開を図る取り組みを行っております。

　2022年3月期の連結業績見通しにつき
まして、業績の進捗や今後の景気動向を勘

案し、業績予想の見通しを行った結果、2021年5
月7日に公表した通期連結業績予想を売上高
1,190億円、営業利益43億6千万円、経常利益47

当中間期の設備投資の状況を
お聞かせください。Q

A

通期の見通しをお聞かせくださいQ

A

億7千万円、親会社株主に帰属する当期純利益33
億円にそれぞれ上方修正しております。また、1株
当たりの期末配当金についても前回予想の40円
から5円増配し45円にすることといたしました。
　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。

� 2021年12月

代表取締役�社長執行役員
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CONSOLIDATED�FINANCIAL�HIGHLIGHTS
連結業績ハイライト

（予想）
119,000124,604

第69期

102,751

第68期

112,334

第71期第70期

59,151
47,928

56,06262,166

（予想）
4,360

6,595

第69期

3,943

第68期

5,154

第71期第70期

2,387
1,497

2,412
3,254

（予想）
4,770

6,774

第69期

4,176

第68期

5,382

第71期第70期

2,662

1,602
2,529

3,393

（予想）
3,300

4,548

第69期

2,841

第68期

3,467

第71期第70期

1,894

1,084
1,694

2,366

（予想）
105.08

144.82

第69期

90.48

第68期

110.41

第71期第70期

60.34

34.53
53.96

75.35

115,391
104,805

第69期

112,024

第68期

102,752

第71期
中間期

第70期

81,25080,31476,69275,520

第69期第68期 第71期
中間期

第70期

74.672.1 70.471.7

売上高 （単位：百万円）

中間期 通期

営業利益 （単位：百万円）

中間期 通期

経常利益 （単位：百万円）

中間期 通期

親会社株主に帰属する中間（当期）純利益（単位：百万円）
中間期 通期

1株当たり中間（当期）純利益 （単位：円）

中間期 通期

総資産・純資産 （単位：百万円）

総資産 純資産

自己資本比率 （単位：%）

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。

携帯電話、スマートフォンの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。
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

https://www.nichiden.com/ir/
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1階

2階

3階

4階

バケット自動倉庫（商品保管）
ダブルディープ式シャトルラックシステム

GTP（定点ピッキングシステム）
（6ステーション）

パレットラック

方面別仕分けソーター
（14シュート＋リジェクト）

4階搬送コンベヤ
（12ステーション）

3階搬送コンベヤ
（７ステーション）

２階搬送コンベヤ
（4ステーション）

バケット自動倉庫（出荷荷合せ）
シングルディープ式シャトルラックシステム

出荷検品・梱包作業場

入荷検品作業場
入荷ライン

4階保管エリア 4階現場事務所

中量ラック

パレットリザーブ

重量ラック

パレットリザーブ

重量ラック

3階保管エリア 3階現場事務所

パレットリザーブ

ME専用倉庫
ME専用現場事務所

2階現場事務所

1階現場事務所

物流事務所

1階・2階 物流機器
・バケット自動倉庫：シャトルラックシステム
　　　　　　　 　  （1階荷合せ用）
　荷　　　姿：440W×318L×248H（280H）：28B
　重　　　量：Max20kg/バケット
　ラック規模：6列×10間口×5ケース×12レベル
　保　管　数：3,600バケット
・バケット自動倉庫：シャトルラックシステム
　　　　　　　  　 （2階商品保管用）
　荷　　　姿：530W×366L×272H（285H）：41B
　重　　　量：Max20kg/バケット
　ラック規模：12列×10間口×4ケース×16レベル
　保　管　数：7,680バケット
・GTP（定点ピッキングシステム）
　搬 送 速 度：25 ～ 60m/min
　搬 送 荷 重：50kg/m
　システム数：6ステーション
・方面別仕分けソーター
  （シュート式ジェットサーフィンソータ―）
　搬 送 速 度：60m/min
　機 械 能 力：2,500個/Hr
　シュート数：15シュート
　　　　　　  （14分岐＋リジェクトライン）
・搬送コンベヤ
　搬 送 速 度：25 ～ 90m/min
　搬 送 荷 重：50kg/m
　総　機　長：1,650m

3階・4階 物流機器
・搬送コンベヤ（ラピッドフロー・エポックフロー）
　搬 送 速 度：30m/min
　搬 送 荷 重：20kg/m
　総　機　長：850m

建築
・鉄骨地上4階建て
　延べ床面積：24,074.18㎡（7,282.44坪）
　敷 地 面 積：13,226.08㎡（4,000.89坪）

竣工　2021年9月

SPECIAL�FEATURE
特  集

昨年来建設を進めておりました西部物流センターがお陰様を持ちまし
てこのほど完成し、門真市北島東町に移転し、9月28日より稼働を開始
いたしました。
これに伴い、東大阪エリアを二分し、北部エリアを営業地域とした門真
営業所も西部物流センター内に開設し営業を始めております。
西部物流センターは、従来の約1.8倍の延床面積を持つ当社最大規模の
物流センターです。
また従来のマテハン設備に加え、当社初のGTP（定点ピッキングシステ
ム）を導入し、よりスピーディかつ正確なピッキングが可能となりました。
西部物流センターの開設に伴い、仕入先様及び市場が要望する在庫拡
充も行い、全国3物流センターの連携及び効率的・迅速・確実なデリバ
リー体制構築による、物流機能の強化と共に、更なるお取引先様の満足
度の向上を目指します。
　住　所　〒571-8533　大阪府門真市北島東町2番29号

西部物流センター新築移転・門真営業所開設

3・4階 搬送コンベヤ

2階 GTP（定点ピッキングシステム）

2階 GTP（定点ピッキングシステム）入出コンベヤ

1階 検品シュートコンベヤ

1階 方面別仕分けソーター
ジェットサーフィンソーター
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ロボットカタログの発刊

株主優待制度のお知らせ

基準日／毎年9月30日 基準日／毎年3月31日

贈呈時期／毎年12月 贈呈時期／毎年6月

1,000円分 3,000円分

半生讃岐うどん包丁切り
詰め合わせ 300ｇ×3袋（9人前）

石丸製麺株式会社

社会貢献寄付金付QUOカード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

（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。

100株以上
1,000株未満 1,000株以上 100株以上

1,000株未満 1,000株以上

ENGAGEMENT
エンゲージメント

SPECIAL�FEATURE
特  集

お取引先様のイノベーション創出を支援すべく、この度「人協働ロボッ
ト活用事例」カタログを発刊しました。
工場の生産ラインには、ロボットがかかせません。人と同じ場所、同じ目
的で、それぞれが得意な作業を一緒に行える人協働ロボットが注目され、
その中でも導入実績の多い事例をわかりやすくご紹介しております。
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■ 証券会社
17名 103,758株 0.32%

■ 法人
375名 10,542,080株 33.06%

■ 個人その他
6,785名 15,543,162株 48.75%

■ 金融機関
20名 5,697,000株 17.87%

所有者別
株式分布状況

大株主（上位10名） 持株数
（千株）

持株比率
（％）

日伝共栄会 3,787 12.06

日伝仕入先持株会 2,275 7.24

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,731 5.51

株式会社利双企画 1,700 5.41

株式会社百十四銀行 982 3.12

日伝従業員持株会 941 2.99

西木　進 917 2.92

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

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 904名（連結981名）

関係会社

岡崎機械株式会社
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

会社の概要� （2021年9月30日現在）

取締役� （2021年9月30日現在）

株式の状況� （2021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 31,403,458株
（自己株式482,542株を除く。）

株主数 7,197名

株式分布状況 

（注）持株比率は自己株式（482,542株）を除いて計算しております。
取締役会長 西木　利彦

代表取締役 社長執行役員 福家　利一

代表取締役 専務執行役員 岡本　賢一 営業部門統括兼東部ブロック長
兼中部ブロック担当

取締役 常務執行役員 寒川　睦志 管理本部長

取締役 上席執行役員 佐々木　一 西部ブロック長

取締役 上席執行役員 森田　淳二 営業推進本部長

取締役（常勤監査等委員） 檜垣　泰雄

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。

CORPORATE�INFORMATION/STOCK�INFORMATION
会社情報／株式情報
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東証1部 証券コード：9902

株主の皆様へ
中間報告書

2021年4月1日～2021年9月30日まで

第71期

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

東京都千代田区丸の内1丁目3番3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。

郵便物送付先

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、スマートフォンの
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。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

https://www.nichiden.com/

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）


