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株主の皆様へ

１

ニッチツグループは、その経営の原点を、株主はじ

め、取引先各位、地域社会との「パートナーシップ」

に置き、たゆみ無い向上心の発揮を通じて、高度な

産業生産財を提供し、もって、社会の発展に貢献す

ることを究極の理念とします。

ニッチツグループの一員であることに誇りを持ち：－
①法と社会規範、社内規則を遵守し、公正・透明な事業活動を心がけます。
②安全、環境保全の重要性を認識の上、主体者意識を伴った、活力ある
　職場つくりを推進します。
③企業体質の強化に努め、企業情報については適時的確な開示を行います。
④自己責任・協調・相互信頼を基本に、常にグループ全体のシナジー効果
　を展望の上行動します。
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取締役社長 塩谷和男

　株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶
び申し上げます。
　さて、ここに第89期事業年度の第2四半期が終了いたしまし
たのでご報告申し上げます。
　当第2四半期連結累計期間（平成25年度上期）は、舶用機器

関連の需要減速や半導体、情報通信関連分野の需要低迷等、引き続き厳しい事業
環境が続く中で、グループを挙げて業績の向上に努めましたが、売上高、営業利益、
経常利益、純利益とも前年同期実績を下回ることとなりました。
　景気は緩やかな回復傾向を示しているものの、海外景気の下振れ等先行きに対す
る懸念材料もあり、当社グループを巡る事業環境につきましても、当面は厳しい局面
が続くものと予想されますが、一層の体質強化を図り、安定した経営基盤の確立と、
業績の向上に邁進いたす所存でございます。その一環として、長崎県松浦工場にお
いて、機械関連事業における舶用機器部門の生産体制整備拡充の一環として、ジブ
クレーンを始めとする基幹設備の改修に着手する等引き続き競争力の強化に努めて
おります。
　中間配当金につきましては、足許の業績動向及び当社を取り巻く経営環境等を
勘案の上、誠に遺憾ながら、1株につき前期中間配当金より1円50銭減額の2円50銭
（年間では1株につき前期比1円減額の5円を予定）とさせていただきました。
　株主の皆様におかれましては、何卒一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い
申し上げます。
　平成25年12月
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事業の経過およびその成果
　当社グループを取り巻く事業環境は、機械関連については、舶用
機器の需要は、足許の海運市況の低迷等を背景とする国内造船所
における新造船の建造ペースの減速により減少いたしましたが、
産業機器の需要は、重電関連機器等で伸長が見られました。また、
資源関連については、半導体、情報通信関連分野の需要は、パソコン
関連需要の低迷等の影響を受け弱含みで推移し、賃貸ビル業におい
ても、都内オフィスビルの平均空室率が高止まりいたしております。
　上述の如き環境の下、当第２四半期連結累計期間の売上高は45
億2千3百万円（前年同期比5.0％減）、営業利益は1億4千8百万円
（同46.7％減）、経常利益は2億3千1百万円（同29.0％減）、四半期
純利益は1億1千1百万円（同33.3％減）となりました。
　なお、単体では、売上高は41億7千8百万円（前年同期比5.3％
減）、営業利益は1億2千6百万円（同49.9％減）、経常利益は1億5
千万円（同52.4％減）、四半期純利益は3千9百万円（同76.8％減）
となりました。

事業の概況
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財産及び損益の状況の推移（連結）
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（注）（　 ）内は構成比（％ 小数点第２位を四捨五入）であります。
　　記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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　舶用機器は、足許の海運市況の低迷等を背景とする国内造
船所における新造船の建造ペースの減速に伴い、売上、受注と
も減少いたしました。
　産業機器は、重電関連及び製鉄関連の需要が堅調で、売上、
受注とも増加いたしました。
　この結果、機械関連事業全体では、売上高は29億6千9百万
円（前年同期比3.3％減）、営業利益は1億9千8百万円（同18.5
％減）となりました。

　資源開発部門では、結晶質石灰石は、
住宅関連資材向け需要は依然高水準
であるものの、設備メンテナンスに伴う
一時的な減産により出荷はやや減少い
たしました。
　ハイシリカ部門では、半導体封止材
などの原料であるハイシリカ（精製珪石
粉等）の需要は、パソコン関連需要の
低迷等の影響を受け全般に弱含みで
推移いたしました。
　建材部門では、砂利、砂等の土木建
設資材を取扱っておりますが、需要が
底這う中、出荷はほぼ横這いに留まりま
した。
　この結果、資源関連事業全体では、売上高は11億4千3百万円
（前年同期比9.9％減）、営業損失は9千6百万円（前年同期は
営業損失2千万円）となりました。

　ビル１棟の賃貸事業でありますが、賃貸ビル市況が低迷する中、
稼働率の低下等により、売上高は6千5百万円（前年同期比6.4
％減）、営業利益は2千5百万円（同20.2％減）となりました。

　耐熱塗料の需要は、ＯＡ機器向け輸出仕様品等工業用が堅調
に推移したものの、設備用がやや減少し、また、ライナテックス
（高純度天然ゴム）関連の出荷も復興関連需要があった前年同
期との対比で減少いたしました。
　この結果、「その他」全体の売上高は3億4千5百万円（前年
同期比1.3％減）、営業利益は2千2百万円（同14.2％減）となり
ました。

事業別の状況
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事業の概況
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○１ 発行可能株式総数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７,３００,０００株
○２ 発行済株式総数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１,３００,０００株
○３ 株主数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２,５３９名
○４ 大株主

株式会社みずほ銀行
旭化成株式会社
三菱重工業株式会社
株式会社常陽銀行
株式会社親和銀行
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（退職給付信託・株式会社池田泉州銀行口）
高野東治
扇栄会
株式会社証券ジャパン
東京海上日動火災保険株式会社

株式の状況（平成25年9月30日現在）
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（注）持株数は、表示単位未満を切り捨て、出資比率は、自己株式（４０,４５９株）を控除して
　　 計算し、小数点第２位を四捨五入して表示しております。
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 会社の概要（平成25年9月30日現在）
商号　　　株式会社ニッチツ
設立　　　昭和25年8月1日
資本金　　11億円
本社　　　東京都港区赤坂一丁目11番30号
使用人数　336名

 役　　員（平成25年9月30日現在）
■取締役
　代表取締役社長　　　　塩　谷　和　男
　代表取締役専務取締役 　　瀬　靖　夫
　取締役 　　　　末　永　武　雄
　取締役 　　　　前　田　隆　文
　取締役 　　　　松　井　愼　一
　取締役 　　　　五十子　辰　雄
　取締役（社外） 　　　　松　本　　　誠
■監査役
　常勤監査役 　　　　浦　　　一　昭
　常勤監査役（社外） 須　田　健　人
　監査役（社外） 　　　　今　瀬　純　行

会社の概況

 主要な事業内容と事業場（平成25年9月30日現在）
■本社　　　　　東京都港区赤坂１-１１-30 赤坂一丁目センタービル13階  

■機械本部
　舶用機器（ハッチカバー、カーデッキ、船殻ブロック等）、自社ブランド製品
　である空気予熱機、各種大型産業機器及び鉄骨の設計・製作
　松浦工場　　　長崎県松浦市志佐町浦免37-１
　江迎工場　　　長崎県佐世保市江迎町猪調1673

■ハイシリカ事業本部
　ハイシリカの製造・販売
　鹿町工場　　　長崎県佐世保市鹿町町口ノ里97
　江迎工場　　　長崎県佐世保市江迎町猪調1673

■資源開発本部
　結晶質石灰石の採掘・加工・販売及び珪砂の仕入・販売
　秩父事業所　　埼玉県秩父市中津川420
　秩父営業所　　埼玉県秩父市荒川上田野343

■建材本部
　砂利、砂、砕石の仕入・販売
　いわき事業所　福島県いわき市常磐藤原町大端21-1

■不動産賃貸事業
　ビルの賃貸

黄



株式についてのご案内

決　　算　　期   ３月31日
定時株主総会  ６月
定時株主総会の基準日
　　　　　　　   ３月31日
配当金受領株主確定日
　　　　　　　　期末配当金　３月31日
　　　　　　　　中間配当金　９月30日
株主名簿管理人　東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
　　　　　　　　三井住友信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関
　　　　　　　　東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
　　　　　　　　三井住友信託銀行株式会社
郵便物送付先　　〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
　　　　　　　　三井住友信託銀行株式会社  証券代行部　
（電話照会先）    0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で行っ
ております。

住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、
特別ロ座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出
ください。

未払配当金の支払について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

「配当金計算書」について
配当金支払いの際にお送りする「配当金計算書」は、租税特別措置法
に基づく「支払通知書」を兼ねており、確定申告の際には、その添付資
料としてご使用いただくことができます。
なお、「株式数比例配分方式」により配当金をお受取りの株主様につ
きましては、「配当金計算書」をお送りいたしますが、この「配当金計算
書」は「支払通知書」を兼ねるものではありませんので、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
きの証券会社等へご確認ください。

公告の方法　日本経済新聞

http://www.nitchitsu.co.jp

〒107-0052 東京都港区赤坂1-11-30 赤坂一丁目センタービル13階
TEL.03-5561-6200（代） 


