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株主の皆様へ



TOP INTERV IEW
トップインタビュー

第3次中期経営計画 ～新たな貢献へ～　継続的な成長と持続可能
な社会の実現に取り組んでまいります。

　当中間期連結累計期間における我が
国経済は、ロシアのウクライナ侵攻長

期化等による影響もあり、未だ不透明感は残る
ものの、中国における都市封鎖解除に伴い、部
品供給面の制約も緩和され、積み上がった受注
残や輸出増に対する増産等、内需主導での緩や
かな回復が見られました。
　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、急激な円安の進行により素材
産業では収益を圧迫する反面、加工産業にはプ
ラス面が大きく、企業は積極的な投資姿勢を維
持しており、能力増強投資に加え、デジタル化
や脱炭素に向けた取り組みも底堅く推移して
おります。
　この結果、当中間期連結累計期間におきまし
ては、売上高653億8千万円（前年同期比
10.5%増）、営業利益31億2千4百万円（前年同
期比30.9%増）、経常利益35億1千8百万円（前

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

年同期比32.1%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、24億1千8
百万円（前年同期比27.6%増）となりました。

　当中間期においては、第3次中期経
営計画の2年目の取り組みを着実に実

行し、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、製造業が抱える課題の解決に向
け、当社の強みである物流機能を活かした部材
調達の改善や生産管理の効率化等、積極的な提
案活動に取り組みました。

第3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。

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72期中間期（2022年4月1日から2022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 ～新たな貢献へ～　継続的な成長と持続可能
な社会の実現に取り組んでまいります。

　当中間期で取り組みました設備面で
は、かねてより業務効率化のため改修

を行っておりました東大阪ビルの工事が
2022年9月に完了し、また、同月に手狭となっ
ておりました八日市支店を新築移転いたしま
した。

　急激な円安の進行等による原材料価
格の高騰のほか、需要過多による商品

供給不足の長期化で、設備案件における部材入
手動向が見通しづらいなど、今後も不安定な情
勢が続くと予想されるため、2023年3月期通
期の連結業績予想につきましては、現時点では、
2022年5月9日の決算発表時に公表いたしま
した売上高1,270億円、営業利益44億8千万

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

円、経常利益48億5千万円、親会社株主に帰属
する当期純利益32億8千万円からの変更はあ
りません。
　なお、1株当たりの配当金につきましては、
普通配当50円を予定しております。
　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。

� 2022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）
127,000

第69期

102,751
112,334

第72期第70期

65,380

123,964

第71期

59,151
47,928

56,062

（予想）
4,480

第69期

3,943

5,154

第72期第70期

3,124

5,502

第71期

2,387

1,497

2,412

（予想）
4,850

第69期

4,176

5,382

第72期第70期

3,518

6,082

第71期

2,662

1,602

2,529

（予想）
3,280

第69期

2,841

3,467

第72期第70期

2,418

4,245

第71期

1,894

1,084

1,694

（予想）
104.45

第69期

90.48

110.41

第72期第70期

77.02

135.20

第71期

60.34

34.53

53.96

118,004

第69期

112,024
102,752

第72期
中間期

第70期

83,153

120,560

第71期

83,30780,31476,692

第69期 第72期
中間期

第70期

74.6 70.5

第71期

69.171.7

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。

スマートフォン等の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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SPECIAL�FEATURE
特  集

2022年9月5日移転
手狭となっておりました八日市支店を新築し、
移転いたしました。
ユーザー様のご期待にお応えすべく、在庫・
配送体制を一層強化し営業対応に努めてまい
ります。

【住　所】�〒527-0015�
滋賀県東近江市中野町606-1

東大阪ビルをリニューアル

八日市支店を新築移転

業務効率化を図るために改修を行っておりました、当社東大阪ビルの工事が2022年9月に完了し業務を開始いたしました。
東大阪ビル1階には、製造業向けの最新IoTソリューションを一堂に集結した常設のショールームと当社の各物流センター、
仕入先様のショールームや工場などにリモート接続ができるDX化した商談ルームを新たに備えております。
これを機に社員一同決意を新たにし、より一層皆様のご要望にお応えするよう努めてまいります。

【住　所】�〒578-8511　�
大阪府東大阪市本庄西2-3-27
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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

SPECIAL�FEATURE
特  集

東京ビッグサイトで開催された「FOOMA�JAPAN�2022」に出展いたしました。「食品製造にかかわる“今すぐの課題”
をスッキリ解決」とテーマ付け、【低コストで即効果】【安心で働きやすい】【デジタル活用で高効率】に貢献できるパ
レタイジング・各種ロボットパッケージ/AGV・IoTツール/開発製品/次亜塩素酸水噴霧機「Elimina」を軸にした実演
とソリューション提案を行い、多くのお客様に当社ブースにお立ち寄りいただきました。

◆開催日　　2022年6月7日（火）～6月10日（金）
◆開催場所　東京ビッグサイト

FOOMA�JAPAN�2022
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■ 証券会社
14名 86,171株 0.27%

■ 法人
420名 10,184,181株 31.94%

■ 個人その他
9,387名 16,329,048株 51.21%

■ 金融機関
18名 5,286,600株 16.58%

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 3,916 12.47�

日伝仕入先持株会 2,402 7.65�

株式会社利双企画 1,700 5.41�

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,559 4.96�

株式会社百十四銀行 982 3.12�

日伝従業員持株会 969 3.08�

西木　進 917 2.92�

西木　利彦 840 2.67�

株式会社ニシキ興産 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 921名（連結991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� （2022年9月30日現在）

取締役� （2022年9月30日現在）

株式の状況� （2022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 9,839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。

CORPORATE�INFORMATION/STOCK�INFORMATION
会社情報／株式情報

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。
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中間報告書
2022年4月1日～2022年9月30日

第72期

東京証券取引所　プライム市場 
証券コード：9902

株主の皆様へ

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、株式配
当金受取り方法の
変更等）

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。

電子提供制度専用ダイヤル
0120-524-324
（土・日・祝日を除く9：00～17：00）

株主総会資料の
電 子 提 供 制 度

（書面交付請求）
についてのお問
い合わせ

お取引の証券会社
または右記
みずほ信託銀行
までお問い合わせ
願います。

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
※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。

株式等に関する
マイナンバーの
お届出のお願い

・�株式等の税務関係のお手続に関しては、マイナンバーの
お届出が必要です。
・�お届出が済んでいない株主様は、上記お問い合わせ先へ
マイナンバーのお届出をお願いします。

株主メモ

「MEKASYS」は、株式会社日伝の登録商標第5354848号です。

日伝ホームページ

スマートフォン等の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）


