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中期経営計画2022-定量目標
～ 売上高・営業利益 ～

計画

連結売上高

連結営業利益

405億円

10億円＋α

計画

1

6.3億円
実績

20年度

実績

399億円

20年度

21年度

21年度

実績

実績

計画

430億円

22年度

見通し

465億円

15億円

計画

22年度

15.5億円

見通し

439億円

13.4億円

※ 売上高の数値は、収益認識会計基準適用前の売上高を記載しております。
過去最高益を上回る

営業利益15億円/年を計画
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ROE

2021年度 2022年度2020年度

DEレシオ 0.6倍以下

配当

※ DEレシオ＝有利子負債（長短借入金、リース・割賦負債）÷自己資本

9.0％以上

中期経営計画2022-定量目標
～ROE、DEレシオ、配当 ～

10円 20円→22円 20円＋α→28円

その他の経営指標

2

0.1%

0.50倍

8.0%→10.7%

0.6倍以下→0.46倍
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中期経営計画2022-定量目標
～ セグメント別 ～

※売上高の数値は、計画との比較のご参考として収益認識会計基準適用前の売上高を記載しております。

計画 実績
（計画比）

計画 実績
（計画比）

計画 見通し
（計画比）

165億円 → 182億円 170億円 → 196億円 180億円 → 198億円
(110%) (115%) (110%)

10億円 → 10.4億円 11億円 → 13.2億円 12億円 → 12億円
(104%) (120%) (100%)

160億円 → 159億円 170億円 → 181億円 180億円 → 200億円
(99%) (106%) (111%)

4億円 → 4.8億円     9億円 → 10.4億円 11.5億円 → 12.5億円
(120%) (116%) (109%)

60億円 → 59億円 60億円 → 63億円 65億円 → 65億円
(98%) (105%) (100%)

△0.5億円 → △0.4億円 ±0円 → △0.2億円 1億円 → 1億円
(ー%) (ー%) (100%)

医療・
精密機器

モビリティ

2020年度 2021年度 2022年度
事業セグメント

売 上 高

エレクトロニクス

営業利益

売 上 高

営業利益

売 上 高

営業利益

3


サマリー

				科目		21/3期		22/3期　計画 キ ケイカク		22/3期　実績 ジッセキ		前年比		増減額

				売上高		39,985		※35,000
42,000		※35,491
43,966		110%		3,981

				営業利益		635		1,200		1,342		211%		707

				経常利益		505		1,130		1,423		282%		918

				当期純利益		12		800		1,031		8,592%		1,019





売上営利推移

										20/3期 キ		21/3期 キ		22/3期 キ		23/3期 キ

								売上高 ウリアゲ ダカ		43,494		39,985		35,491		37,500

														8,475		9,000

								営業利益 エイギョウ リエキ		1,274		635		1,342		1,550



営業利益	

20/3期	21/3期	22/3期	23/3期	1274	635	1342	1550	売上高	

20/3期	21/3期	22/3期	23/3期	43494	39985	35491	37500	



売上高の推移



売上高	

20/3期	21/3期	22/3期	23/3期	43494	39985	35491	37500	20/3期	21/3期	22/3期	23/3期	8475	9000	



営業利益の推移



営業利益	

20/3期	21/3期	22/3期	23/3期	1274	635	1342	1550	





セグメント数値設定

						FY2021								FY2022						FY2021				FY2022

						売上（旧） ウリアゲ キュウ		売上（新） ウリアゲ シン		営利 エイリ		売上（旧→新への比率） ウリアゲ キュウ シン ヒリツ		売上（旧） ウリアゲ キュウ		売上（新） ウリアゲ シン		営利 エイリ		営利率（旧） エイリ リツ キュウ		営利率（旧） エイリ リツ キュウ		営利率（旧） エイリ リツ キュウ		営利率（旧） エイリ リツ キュウ

				エレクトロニクス		196		165		13.2		84.2%		198		167		12.0		6.7%		8.0%		6.1%		7.2%		売上前年並み、投資による減価償却増、営業活動費増 ウリアゲ ゼンネン ナ トウシ ゲンカ ショウキャク ゾウ エイギョウ カツドウ ヒ ゾウ

				モビリティ		181		131		10.4		72.4%		200		145		12.5		5.7%		7.9%		6.3%		8.6%		NMHの黒字化、パススルー事業の収益改善 クロジカ ジギョウ シュウエキ カイゼン

				医療精密 イリョウ セイミツ		63		59		-0.2		93.7%		65		61		1.0		-0.3%		-0.3%		1.5%		1.6%		受注回復と前年ロックダウン影響の改善 ジュチュウ カイフク ゼンネン エイキョウ カイゼン

				その他 タ						-10.0				2		2		-10.0

				本社費 ホンシャ ヒ

				連結合計 レンケツ ゴウケイ		440		355		13.4				465		375		15.5		3.0%		3.8%		3.3%		4.1%





Sheet1



				事業セグメント ジギョウ				2020年度 ネン ド						2021年度 ネン ド						2022年度 ネン ド

								計画				実績
（計画比） ケイカク ヒ		計画 ケイカク				実績
（計画比） ケイカク ヒ		計画 ケイカク				見通し
（計画比） ミトオ ケイカク ヒ

				エレクトロニクス		売 上 高		165億円		→		182億円		170億円 オク		→		196億円		180億円		→		198億円

												(110%)						(115%)						(110%)

						営業利益		10億円		→		10.4億円		11億円		→		13.2億円		12億円		→		12億円

												(104%)						(120%)						(100%)

				モビリティ		売 上 高		160億円		→		159億円		170億円		→		181億円		180億円		→		200億円

												(99%)						(106%)						(111%)

						営業利益		4億円		→		4.8億円		    9億円		→		10.4億円		11.5億円		→		12.5億円

												(120%)						(116%)						(109%)

				医療・
精密機器		売 上 高		60億円		→		59億円		60億円		→		63億円		65億円		→		65億円

												(98%)						(105%)						(100%)

						営業利益		△0.5億円		→		△0.4億円		±0円		→		△0.2億円		1億円		→		1億円

												(ー%)						(ー%)						(100%)





4Q営利以下説明



				営業利益 エイギョウ リエキ						経常利益 ケイジョウ リエキ						当期純利益 トウキ ジュン リエキ

						1274		1149				1149		550														雑収入 ザッシュウニュウ		スクラップ

				1274		132		257		1149		115		714		550										NIP		14				環境対策引当戻入・廃ﾌﾟﾗ売却・補償費・金型廃棄 カンキョウ タイサク ヒキアテ モドシイレ ハイ バイキャク ホショウ ヒ カナガタ ハイキ

																										BF		9		12

																										KF		9		10

																										VF		6		5



営業利益	経常利益	当期純利益	1274	1149	1149	550	営業利益	経常利益	当期純利益	1274	132	257	1149	115	714	550	







Copyright (C)  NIPPO LTD. All Rights Reserved.    

将来見通しに関する注意事項

本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。本資料にお
ける将来予想に関する記述につきましては、当連結会計年度末時点での目標や予測に基づいており、確約や保障を与えるものではありま
せん。また、将来における弊社の業績が、現在の弊社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。また、
業績等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、弊社はその正確性、安全性を保証
するものではありません。 本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任におい
てご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、弊社はいかなる場合においてもその責任は負いません。
なお、本説明資料に用いた為替レート次の通りです。
・2023年3月期 通期業績見通し：1米ドル＝110円、1タイバーツ＝3.3円で計算しております。
・中期経営計画2022の各計画値：1米ドル＝110円、1タイバーツ＝3.5円で計算しております。
・実績値につきましては、各年度の期中平均レートで計算しております。

お問い合わせ先

電話 ： 052-218-3161
E-Mail ： ir@nip.co.jp
HPｱﾄﾞﾚｽ ： https://www.nip.co.jp/

日邦産業株式会社
経営企画部 水口、藤浪
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