
 

平成 19 年２月 23 日 

各 位 

会 社 名  株 式 会 社 ニ イ タ カ 
                     本社所在地  大阪市淀川区新高 1-8-10 
                                          代 表 者 名  代表取締役社長 森田千里雄 

（コード番号 4465 東証第二部） 

      問 合 せ 先   
常務取締役 

経営企画部長 奥山 吉昭 
                     ＴＥＬ（06）6391－3225 

 

平成 19 年５月期中間決算短信（非連結）の一部訂正 

 

１.一部訂正の理由 

特別利益の追加計上に伴う決算修正 

当社は平成 18年 6月 1日にて 100％子会社である株式会社日本自洗機メンテナンス協会を吸収合併い

たしましたが、その際子会社の利益剰余金を直接当社の利益剰余金に加算する会計処理をしておりまし

た。しかしながらこの処理は誤りであり、正しくは「抱合せ株式消滅差益」として特別利益に計上しな

ければならないことが判明し、修正いたしました。 

なお、本会計処理は「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成 15 年 10 月 31 日）及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 平成 17

年 12 月 27 日）によるものであります。 

 

 

２.訂正箇所及び追加箇所 

訂正 ハイライト情報 1.（1） 経営成績 

訂正    〃  2. 平成 19 年５月期の業績予想 

訂正 ４ページ 3.1.（1） 当社の営業の状況 

訂正 ５ページ 3.1.（3） 通期の見通し 

訂正・追加 ６ページ 2 財政状態 キャッシュ・フローの状況 

訂正 11 ページ 4.（2） 中間損益計算書 

訂正・削除 12 ページ 4.（3） 中間株主資本等変動計算書 

訂正・追加 13 ページ 4.（4） 中間キャッシュ・フロー計算書 

訂正 16 ページ  中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

追加 19 ページ  注記事項（中間損益計算書関係） 

訂正 21 ページ  注記事項⑥企業結合等関係 

訂正 22 ページ  注記事項（１株当たり情報） 
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３.訂正内容 

ハイライト情報 
（訂正前） 
１．平成 18年 11月中間期の業績（平成 18年６月１日～平成 18年 11月 30日） 

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  売上高 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 11月中間期 5,542 14.8 361 △16.1 373 △14.2
17年 11月中間期 4,829 7.3 431 2.2 434 7.3
18年５月期 9,873   835   855   

    

  中間（当期）純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 
中間（当期）純利益 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 11月中間期 219 △45.0 37 12 － －

17年 11月中間期 398 60.3 67 50 － －

18年５月期 669   113 44 － －

（注）①持分法投資損益 18年 11月中間期 － 百万円 17年 11月中間期 － 百万円 18年５月期 － 百万円

②期中平均株式数 18年 11月中間期 5,905,710株 17年 11月中間期 5,906,480株 18年５月期 5,906,235株 
③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年 

 

 

（訂正後） 

１．平成 18年 11月中間期の業績（平成 18年６月１日～平成 18年 11月 30日） 
(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  売上高 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 11月中間期 5,542 14.8 361 △16.1 373 △14.2
17年 11月中間期 4,829 7.3 431 2.2 434 7.3
18年５月期 9,873   835   855   

    

  中間（当期）純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 
中間（当期）純利益 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 11月中間期 273 △31.4 46 33 － －

17年 11月中間期 398 60.3 67 50 － －

18年５月期 669   113 44 － －

（注）①持分法投資損益 18年 11月中間期 － 百万円 17年 11月中間期 － 百万円 18年５月期 － 百万円

②期中平均株式数 18年 11月中間期 5,905,710株 17年 11月中間期 5,906,480株 18年５月期 5,906,235株 
③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年 

 



3 

（変更前） 

２．平成 19年５月期の業績予想（平成 18年６月１日～平成 19年５月 31日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 10,900 810 400
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  67円 73銭

 
 
（変更後） 
２．平成 19年５月期の業績予想（平成 18年６月１日～平成 19年５月 31日） 
 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通期 10,900 810 454
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  76円 88銭
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４ページ 

（変更前） 

３．経営成績及び財政状態 

１．経営成績 

(1)当社の営業の状況 
 当中間会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益に後押しされ、設備投資の増加や雇用の

拡大が見られ、底堅く推移しました。しかし、原油価格の高止まり、米国経済の減速などの不安要

素に加え、個人消費の伸び悩みが懸念され、景気の先行きに不透明感が出てきました。 
 当社が依拠するフードビジネス業界におきましては、回復の兆しを見せつつあった外食店の売上

が再び下降傾向を示し、必ずしも楽観視できる状態ではありません。 
 このような状況下、当社は新製品の投入、新規ユーザーの獲得を積極的に推進し、業容の拡大に

努めてまいりました。また、一方で人材補強、広告宣伝活動、研究開発等将来に向けての投資も積

極的に進めてまいりました。 
 この結果、当中間会計期間の業績は、売上高が 5,542百万円（前年同期比 14.8％増）となりまし
た。利益につきましては、営業利益が 361百万円（同 16.1％減）、経常利益が 373百万円（同 14.2％
減）、中間純利益は219百万円（同 45.0％減）となりました。 
 なお、当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成していないため、前年同期比は前年同期の個

別中間財務諸表における比較数値であります。 

（変更後） 

３．経営成績及び財政状態 

１．経営成績 

(1)当社の営業の状況 
 当中間会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益に後押しされ、設備投資の増加や雇用の

拡大が見られ、底堅く推移しました。しかし、原油価格の高止まり、米国経済の減速などの不安要

素に加え、個人消費の伸び悩みが懸念され、景気の先行きに不透明感が出てきました。 
 当社が依拠するフードビジネス業界におきましては、回復の兆しを見せつつあった外食店の売上

が再び下降傾向を示し、必ずしも楽観視できる状態ではありません。 
 このような状況下、当社は新製品の投入、新規ユーザーの獲得を積極的に推進し、業容の拡大に

努めてまいりました。また、一方で人材補強、広告宣伝活動、研究開発等将来に向けての投資も積

極的に進めてまいりました。 
 この結果、当中間会計期間の業績は、売上高が 5,542百万円（前年同期比 14.8％増）となりまし
た。利益につきましては、営業利益が 361百万円（同 16.1％減）、経常利益が 373百万円（同 14.2％
減）、中間純利益は273百万円（同 31.4％減）となりました。 
 なお、当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成していないため、前年同期比は前年同期の個

別中間財務諸表における比較数値であります。 
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５ページ 

（変更前） 

３．経営成績及び財政状態 

１． 経営成績 
(3)通期の見通し 
 わが国経済は、企業業績は好調なものの、原油価格の高止まりや個人消費の停滞などの不安要素

もあり、不透明感が増しています。 
また、当社が依拠するフードビジネス業界は、マーケットの成熟感は否めず、引き続き厳しい状

況が続くものと考えております。 
 このような状況下、当社では、大手・中堅外食チェーン店、大手ホテル、食品スーパー、食品工

場等の開拓に力を注ぎたいと考えております。 
 以上により、通期の業績の見通しといたしましては、売上高 10,900百万円（前年同期比 10.4％増）
経常利益 810百万円（同 5.3％減）、当期純利益400百万円（同 40.3％減）を予定しております。 

 

（変更後） 

３．経営成績及び財政状態 

１． 経営成績 
(3)通期の見通し 
 わが国経済は、企業業績は好調なものの、原油価格の高止まりや個人消費の停滞などの不安要素

もあり、不透明感が増しています。 
また、当社が依拠するフードビジネス業界は、マーケットの成熟感は否めず、引き続き厳しい状

況が続くものと考えております。 
 このような状況下、当社では、大手・中堅外食チェーン店、大手ホテル、食品スーパー、食品工

場等の開拓に力を注ぎたいと考えております。 
 以上により、通期の業績の見通しといたしましては、売上高 10,900百万円（前年同期比 10.4％増）
経常利益 810百万円（同 5.3％減）、当期純利益454百万円（同 32.2％減）を予定しております。 
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６ページ 

（訂正前） 
２．財政状態 

キャッシュ・フローの状況 
当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、投資活動並びに財務活動による支出が営業活動

による収入を上回りました。また、子会社合併により 82 百万円を引き継ぎました。これらの結果現金及
び現金同等物（以下「資金」という）の中間期末残高は 684百万円となりました。なお、前中間会計期間
については中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期比は記載しておりません。 

 当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果得られた資金は 324百万円となりました。これは、税引前中間純利益が370百万円とな
りましたこと及び仕入債務の増加 363百万円、未払金及び未払費用等の増加 106百万円等の増加と、売上
債権の増加 401百万円、法人税等の支払 251百万円等の減少によるものであります。 

 
（訂正後） 
２．財政状態 

キャッシュ・フローの状況 
当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、投資活動並びに財務活動による支出が営業活動

による収入を上回りました。また、子会社合併により 82 百万円を引き継ぎました。これらの結果現金及
び現金同等物（以下「資金」という）の中間期末残高は 684百万円となりました。なお、前中間会計期間
については中間連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期比は記載しておりません。 

 当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果得られた資金は 324百万円となりました。これは、税引前中間純利益が424百万円とな
りましたこと及び仕入債務の増加 363百万円、未払金及び未払費用等の増加 106百万円等の増加と、売上
債権の増加 401百万円、法人税等の支払 251百万円等の減少によるものであります。 
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11ページ 
（訂正前） 

(2）中間損益計算書 

    
前中間会計期間 

（自 平成 17 年 ６月 １日 
至 平成 17 年 11 月 30 日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  4,829,878 100.0  5,542,305 100.0  9,873,899 100.0

Ⅱ 売上原価   2,858,219 59.2   3,429,676 61.9   5,928,648 60.0

売上総利益  1,971,659 40.8  2,112,629 38.1  3,945,251 40.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,540,641 31.9   1,751,118 31.6   3,109,668 31.5

営業利益    431,017 8.9   361,510 6.5   835,582 8.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  17,168 0.4  19,133 0.3  44,446 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２   13,457 0.3  7,545 0.1   24,508 0.2

経常利益     434,728 9.0   373,098 6.7   855,520 8.7

Ⅵ 特別利益 ※３   350,615 7.3   1,053 0.0   352,318 3.5

Ⅶ 特別損失 ※４   123,498 2.6  4,100 0.0   120,697 1.2

税引前中間（当期）

純利益 
    661,845 13.7   370,051 6.7   1,087,142 11.0

法人税、住民税及び

事業税 
  313,091     194,794     446,808     

法人税等調整額   △49,948 263,143 5.4 △43,983 150,811 2.7 △29,652 417,155 4.2

中間（当期）純利益     398,701 8.3   219,239 4.0   669,986 6.8

前期繰越利益     1,338,756     －     －   

中間（当期）未処分

利益 
    1,737,458     －     －   
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（訂正後） 

(2）中間損益計算書 

    
前中間会計期間 

（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％）

Ⅰ 売上高     4,829,878 100.0   5,542,305 100.0   9,873,899 100.0

Ⅱ 売上原価     2,858,219 59.2   3,429,676 61.9   5,928,648 60.0

売上総利益     1,971,659 40.8   2,112,629 38.1   3,945,251 40.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費     1,540,641 31.9   1,751,118 31.6   3,109,668 31.5

営業利益     431,017 8.9   361,510 6.5   835,582 8.5

Ⅳ 営業外収益 ※１   17,168 0.4   19,133 0.3   44,446 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２   13,457 0.3   7,545 0.1   24,508 0.2

経常利益     434,728 9.0   373,098 6.7   855,520 8.7

Ⅵ 特別利益 ※３   350,615 7.3   55,428 1.0   352,318 3.5

Ⅶ 特別損失 ※４   123,498 2.6   4,100 0.0   120,697 1.2

税引前中間（当期）

純利益 
    661,845 13.7   424,426 7.7   1,087,142 11.0

法人税、住民税及び

事業税 
  313,091     194,794     446,808     

法人税等調整額   △49,948 263,143 5.4 △43,983 150,811 2.8 △29,652 417,155 4.2

中間（当期）純利益     398,701 8.3   273,614 4.9   669,986 6.8

前期繰越利益     1,338,756     －     －   

中間（当期）未処分

利益 
    1,737,458     －     －   
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12ページ 
（訂正・削除前） 

(3）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成 18年６月１日 至平成 18年 11月 30日） (単位：千円) 

株主資本 
評価・換算
差額等

資本 
剰余金 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

  
資本金 

資本 
準備金 

利益 
準備金 特別 

償却 
準備金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

その他有
価証券評
価差額金

平成 18 年５月 31 日 
残高 

585,199 595,337 24,873 2,198 2,000,000 1,981,418 4,008,489 △48,646 5,140,380 24,052

中間会計期間中の変動

額 
                    

子会社合併による剰

余金の引継
       54,375 54,375  54,375  

剰余金の配当        △47,246 △47,246  △47,246  

特別償却準備金の 

取崩 
     △1,099  1,099 －  －  

中間純利益        219,239 219,239  219,239  

自己株式の取得           △134 △134  

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 
－  －  －        △734

中間会計期間中の変動

額合計 
－  －  － △1,099 － 227,468 226,368 △134 226,234 △734

平成 18 年 11 月 30 日 
残高 

585,199 595,337 24,873 1,099 2,000,000 2,208,886 4,234,858 △48,780 5,366,614 23,318
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（訂正・削除後） 

(3）中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成 18年６月１日 至平成 18年 11月 30日） (単位：千円) 

株主資本 
評価・換算
差額等

資本 
剰余金 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

  
資本金 

資本 
準備金 

利益 
準備金 特別 

償却 
準備金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己 
株式 

株主 
資本 
合計 

その他有
価証券評
価差額金

平成 18 年５月 31 日 
残高 

585,199 595,337 24,873 2,198 2,000,000 1,981,418 4,008,489 △48,646 5,140,380 24,052

中間会計期間中の変動

額 
                    

剰余金の配当        △47,246 △47,246  △47,246  

特別償却準備金の 

取崩 
     △1,099  1,099 －  －  

中間純利益        273,614 273,614  273,614  

自己株式の取得           △134 △134  

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 
            △734

中間会計期間中の変動

額合計 
－ － － △1,099 － 227,468 226,368 △134 226,234 △734

平成 18 年 11 月 30 日 
残高 

585,199 595,337 24,873 1,099 2,000,000 2,208,886 4,234,858 △48,780 5,366,614 23,318
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13ページ 
（訂正・追加前） 

(4）中間キャッシュ・フロー計算書 

    
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日）

区分 
注記 
番号

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間純利益   370,051

減価償却費   157,128 

退職給付引当金の増減額 
（減少：△） 

  17,940 

役員退職慰労引当金の増減額 
（減少：△） 

  2,979 

前払年金費用の増減額 
（増加：△） 

  376 

貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

  △1,841 

長期前払費用の増減額 
（増加：△） 

  △6,140 

受取利息及び受取配当金   △8,356 

支払利息   6,425 

有形固定資産除売却損   1,700 

無形固定資産除却損   70 

投資事業組合投資利益   △3,623 

売上債権の増減額 
（増加：△） 

  △401,899 

たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

  △29,431 

その他の流動資産の増減額 
（増加：△） 

  58 

破産更生債権等の増減額 
（増加：△） 

  3,451 

仕入債務の増減額 
（減少：△） 

  363,471 

未払金及び未払費用等の増減額 
（減少：△） 

  106,424 

未払消費税等の増減額 
（減少：△） 

  △12,026 

その他の固定資産の増減額 

（増加：△） 
  5,358 

その他の固定負債の増減額 
（減少：△） 

  1,322 

小計   573,440 
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（訂正・追加後） 

(4）中間キャッシュ・フロー計算書 

    
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日）

区分 
注記 
番号

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間純利益   424,426

減価償却費   157,128 

退職給付引当金の増減額 
（減少：△） 

  17,940 

役員退職慰労引当金の増減額 
（減少：△） 

  2,979 

前払年金費用の増減額 
（増加：△） 

  376 

貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

  △1,841 

長期前払費用の増減額 
（増加：△） 

  △6,140 

受取利息及び受取配当金   △8,356 

支払利息   6,425 

有形固定資産除売却損   1,700 

無形固定資産除却損   70 

投資事業組合投資利益   △3,623 

抱合せ株式消滅差益  △54,375

売上債権の増減額 
（増加：△） 

  △401,899 

たな卸資産の増減額 
（増加：△） 

  △29,431 

その他の流動資産の増減額 
（増加：△） 

  58 

破産更生債権等の増減額 
（増加：△） 

  3,451 

仕入債務の増減額 
（減少：△） 

  363,471 

未払金及び未払費用等の増減額 
（減少：△） 

  106,424 

未払消費税等の増減額 
（減少：△） 

  △12,026 

その他の固定資産の増減額 
（増加：△） 

  5,358 

その他の固定負債の増減額 
（減少：△） 

  1,322 

小計   573,440 
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16 ページ 

（訂正前） 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
当中間会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成 14年８月９日））及び「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年 10月 31日）を適用しております。
これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） 
当事業年度より、「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成 14年８月９日））及び「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平

成 15年 10月 31日）を適用しておりま
す。これによる損益に与える影響はあり

ません。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 
当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成 17 年 12 月９
日）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 平成 17 年
12月９日）を適用しております。 
従来の資本の部の合計に相当する金額

は 5,389,932千円であります。 
なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、改正後の

中間財務諸表等規則により作成してお

ります。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 
当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成 17年 12月９日）及
び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号 平成 17年 12月９
日）を適用しております。 
従来の資本の部の合計に相当する金額

は 5,164,433千円であります。 
なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 

───── （企業結合に係る会計基準） 
当中間会計期間から「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成 15 年

10 月 31 日）及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17 年 12 月 27 日 企業会計基準第７号）

並びに「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準適用指針第 10 号）を適用し

ております。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。 

  

───── 
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（訂正後） 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
当中間会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成 14年８月９日））及び「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平成

15年 10月 31日）を適用しております。
これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

───── （固定資産の減損に係る会計基準） 
当事業年度より、「固定資産の減損に係

る会計基準」（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成 14年８月９日））及び「固
定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号 平

成 15年 10月 31日）を適用しておりま
す。これによる損益に与える影響はあり

ません。 

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 
当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成 17 年 12 月９
日）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 平成 17 年
12月９日）を適用しております。 
従来の資本の部の合計に相当する金額

は 5,389,932千円であります。 
なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸借対

照表の純資産の部については、改正後の

中間財務諸表等規則により作成してお

ります。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 
当事業年度より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号 平成 17年 12月９日）及
び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号 平成 17年 12月９
日）を適用しております。 
従来の資本の部の合計に相当する金額

は 5,164,433千円であります。 
なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 

───── （企業結合に係る会計基準） 
当中間会計期間から「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成 15年
10月 31日）及び「事業分離等に関する
会計基準」（企業会計基準委員会 平成

17年 12月 27日 企業会計基準第７号）
並びに「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準委員会 平成 17 年 12 月 27 日
企業会計基準適用指針第 10 号）を適用
しております。 
これにより、特別利益として抱合せ株

式消滅差益 54,375 千円を計上しており
ます。 

  

───── 
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19ページ 
（追加前） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息    470千円 
受取配当金     3,625千円 
業務代行手数料      9,702千円 
その他      3,369千円  

受取利息 4,446千円
受取配当金     3,909千円
業務代行手数料      1,902千円
投資事業組合投資利益      3,623千円
その他      5,251千円 

受取利息 3,232千円
受取配当金 14,963千円
業務代行手数料 19,404千円
その他 6,846千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息      8,477千円 
投資事業組合投資損失     1,468千円 
その他      3,511千円  

支払利息      6,425千円
その他     1,119千円 

支払利息 15,277千円
投資事業組合投資損失 2,330千円
その他 6,900千円 

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益   2,589千円 
固定資産売却益 69千円 
積立保険解約益   1,595千円 
受取保険金   346,360千円  

貸倒引当金戻入益   1,053千円
   
   
    

積立保険解約益   1,595千円
受取保険金 346,360千円
固定資産売却益 69千円
貸倒引当金戻入益 4,292千円 

 なお、受取保険金は、平成 17年８月に逝
去いたしました、代表取締役会長中西五男

に関する死亡保険金の受取によるものであ

ります。  

   なお、受取保険金は、平成 17年８月に逝
去いたしました、代表取締役会長中西五男

に関する死亡保険金の受取によるものであ

ります。  
※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除売却損   2,283千円 
社葬費用 40,890千円 
役員特別功労金 27,531千円 
投資有価証券売却損 200千円 
退職給付債務割引率 
変更数理差異償却 

   52,593千円 

 

固定資産除売却損   1,770千円
リース解約損    2,329千円
   
   
    

固定資産除売却損 2,397千円 
投資有価証券売却損 200千円 
退職給付債務割引率 
変更数理差異償却 

49,678千円 

社葬費用 40,890千円 
役員特別功労金 27,531千円  

なお退職給付債務割引率変更数理差異償

却は、退職給付債務の見込額算定にあたり、

原則法に基く退職給付債務の額と自己都合

要支給額との比較指数の見直しを実施し、

比較指数算定の基礎となる原則法の割引率

を 3.5％から 2.5％へ変更したことによる損
失であります。 
なお、適格退職年金の財政再計算の都度

比較指数の見直しを行っております。 

  

なお退職給付債務割引率変更数理差異償

却は、退職給付債務の見込額算定にあたり、

原則法に基く退職給付債務の額と自己都合

要支給額との比較指数の見直しを実施し、

比較指数算定の基礎となる原則法の割引率

を 3.5％から 2.5％へ変更したことによる損
失であります。 
なお、適格退職年金の財政再計算の都度

比較指数の見直しを行っております。 

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 

有形固定資産    137,890千円 
無形固定資産     20,042千円  

有形固定資産   132,209千円
無形固定資産     24,918千円 

有形固定資産 282,203千円
無形固定資産 46,497千円 

 



16 

（追加後） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 
至 平成17年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息    470千円 
受取配当金     3,625千円 
業務代行手数料      9,702千円 
その他      3,369千円  

受取利息 4,446千円
受取配当金     3,909千円
業務代行手数料      1,902千円
投資事業組合投資利益      3,623千円
その他      5,251千円 

受取利息 3,232千円
受取配当金 14,963千円
業務代行手数料 19,404千円
その他 6,846千円 

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息      8,477千円 
投資事業組合投資損失     1,468千円 
その他      3,511千円  

支払利息      6,425千円
その他     1,119千円 

支払利息 15,277千円
投資事業組合投資損失 2,330千円
その他 6,900千円 

※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの ※３．特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益   2,589千円 
固定資産売却益 69千円 
積立保険解約益   1,595千円 
受取保険金   346,360千円  

貸倒引当金戻入益   1,053千円
抱合せ株式消滅差益 54,375千円
   
    

積立保険解約益   1,595千円
受取保険金 346,360千円
固定資産売却益 69千円
貸倒引当金戻入益 4,292千円 

 なお、受取保険金は、平成 17年８月に逝
去いたしました、代表取締役会長中西五男

に関する死亡保険金の受取によるものであ

ります。  

   なお、受取保険金は、平成 17年８月に逝
去いたしました、代表取締役会長中西五男

に関する死亡保険金の受取によるものであ

ります。  
※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの 

固定資産除売却損   2,283千円 
社葬費用  40,890千円 
役員特別功労金 27,531千円 
投資有価証券売却損 200千円 
退職給付債務割引率 
変更数理差異償却 

   52,593千円 

 

固定資産除売却損   1,770千円
リース解約損    2,329千円
   
   
    

固定資産除売却損 2,397千円 
投資有価証券売却損 200千円 
退職給付債務割引率 
変更数理差異償却 

49,678千円 

社葬費用 40,890千円 
役員特別功労金 27,531千円  

なお退職給付債務割引率変更数理差異償

却は、退職給付債務の見込額算定にあたり、

原則法に基く退職給付債務の額と自己都合

要支給額との比較指数の見直しを実施し、

比較指数算定の基礎となる原則法の割引率

を 3.5％から 2.5％へ変更したことによる損
失であります。 
なお、適格退職年金の財政再計算の都度

比較指数の見直しを行っております。 

  

なお退職給付債務割引率変更数理差異償

却は、退職給付債務の見込額算定にあたり、

原則法に基く退職給付債務の額と自己都合

要支給額との比較指数の見直しを実施し、

比較指数算定の基礎となる原則法の割引率

を 3.5％から 2.5％へ変更したことによる損
失であります。 
なお、適格退職年金の財政再計算の都度

比較指数の見直しを行っております。 

 ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額  ５．減価償却実施額 

有形固定資産    137,890千円 
無形固定資産     20,042千円  

有形固定資産   132,209千円
無形固定資産     24,918千円 

有形固定資産 282,203千円
無形固定資産 46,497千円 
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21ページ 
（訂正前） 

⑥ 企業結合等関係 

当中間会計期間（自 平成 18年６月１日 至 平成 18年 11月 30日） 
重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 
（訂正後） 

⑥ 企業結合等関係 

当中間会計期間（自 平成 18年６月１日 至 平成 18年 11月 30日） 
１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに 
取引の目的を含む取引の概要 
(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

① 結合企業 
名称 株式会社ニイタカ（当社） 
事業の内容 業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤及び固形燃料等の製造・仕入・販売 

② 被結合企業 
名称 株式会社日本自洗機メンテナンス協会（連結子会社） 
事業の内容 食器洗浄機のメンテナンス･サービス、厨房関連機器のレンタル及び販売 

 
(2) 企業結合の法的形式及び結合後企業の名称 

当社を存続会社、株式会社日本自洗機メンテナンス協会を消滅会社とする吸収合併方式であり、結

合後企業の名称は株式会社ニイタカであります。なお、当社は、株式会社日本自洗機メンテナンス

協会の全株式を保有しているため、合併による新株式の発行、資本の増加及び合併交付金の支払は

行っておりません。 
 

(3) 取引の目的を含む取引の概要 
当社は合併による経営効率の向上を図るとともに、食器洗浄機用洗浄剤事業のさらなる発展を目指

し、経営資源の投入等を容易かつ柔軟にすることを目的として、平成 18 年６月１日を合併期日と
し、株式会社日本自洗機メンテナンス協会と合併いたしました。 

 
  ２．実施した会計処理の概要 

当社が株式会社日本自洗機メンテナンス協会から受入れた資産及び負債は、合併期日の前日に付さ

れた適正な帳簿価格により計上しております。また、子会社株式の帳簿価額と合併に伴う株主資本

の増加額との差額は、中間損益計算書上の特別利益として抱合せ株式消滅差益 54,375 千円を計上
しております。 
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22ページ 
（訂正前） 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間については中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり純資産額 912円 67銭
１株当たり中間純利益金額 37円 12銭
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 874円 47銭
１株当たり当期純利益金額 113円 44銭
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

(注)１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額     

中間（当期）純利益（千円） 219,239 669,986 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－）  （－）  

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 219,239 669,986 

期中平均株式数（株） 5,905,710 5,906,235 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

  旧商法第 280条ノ 20及び第 280条
ノ 21の規定に基づく新株予約権   
 平成 16年 11月 12日臨時取締役会
決議（新株予約権の数 2,666個、普通
株式が 293,260株） 
 平成 17 年８月 19 日臨時取締役会
決議（新株予約権の数 55個、普通株
式が 5,500株） 

 旧商法第 280条ノ 20及び第 280条
ノ 21の規定に基づく新株予約権   
 平成 16年 11月 12日臨時取締役
会決議（新株予約権の数 2,701個、
普通株式が 297,110株） 
 平成 17年８月 19日臨時取締役会
決議（新株予約権の数 55 個、普通
株式が 5,500株） 
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（訂正後） 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間については中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

当中間会計期間 
（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり純資産額 912円 67銭
１株当たり中間純利益金額 46円 33銭
 なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

１株当たり純資産額 874円 47銭
１株当たり当期純利益金額 113円 44銭
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

(注)１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当中間会計期間 

（自 平成18年６月１日 
至 平成18年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年６月１日 
至 平成18年５月31日） 

１株当たり中間（当期）純利益金額     

中間（当期）純利益（千円） 273,614 669,986 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金） （－）  （－）  

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 273,614 669,986 

期中平均株式数（株） 5,905,710 5,906,235 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり中間（当期）純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

  旧商法第 280条ノ 20及び第 280条
ノ 21の規定に基づく新株予約権   
 平成 16年 11月 12日臨時取締役会
決議（新株予約権の数 2,666個、普通
株式が 293,260株） 
 平成 17 年８月 19 日臨時取締役会
決議（新株予約権の数 55個、普通株
式が 5,500株） 

 旧商法第 280条ノ 20及び第 280条
ノ 21の規定に基づく新株予約権   
 平成 16年 11月 12日臨時取締役
会決議（新株予約権の数 2,701個、
普通株式が 297,110株） 
 平成 17年８月 19日臨時取締役会
決議（新株予約権の数 55 個、普通
株式が 5,500株） 

 


