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1.  平成21年5月期第1四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年5月期第1四半期 2,659 ― 11 ― △18 ― △16 ―
20年5月期第1四半期 2,689 3.1 112 20.0 115 13.5 61 △45.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年5月期第1四半期 △2.79 ―
20年5月期第1四半期 10.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年5月期第1四半期 12,216 5,564 45.5 942.25
20年5月期 11,457 5,641 49.2 955.29

（参考） 自己資本  21年5月期第1四半期  5,564百万円 20年5月期  5,641百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

平成20年５月期第２四半期末配当金の内訳 普通配当８円 記念配当１円 
平成20年５月期期末配当金の内訳 普通配当８円 記念配当１円  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年5月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― 9.00 ― 9.00 18.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期累計期間 6,000 ― 120 ― 80 ― 50 ― 8.47
通期 12,000 4.8 380 △32.3 350 △36.4 200 △18.2 33.87

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第1四半期 5,943,052株 20年5月期 5,943,052株
② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期 37,817株 20年5月期 37,787株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第1四半期 5,905,243株 20年5月期第1四半期 5,905,385株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ「定性的情報・
財務諸表 ３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間のわが国経済は、米国経済の変調、中国経済の減速、原油の高騰を主要因とする原材料の値

上がり等が影響し、景気の後退局面に入りました。

　そのような状況下、当社は引き続き、新製品・改良製品の投入、新規ユーザーの獲得を進めました。しかしながら、

採算割れとなっていた大手外食チェーン配送業務から撤退したため、「その他の商品」の売上が減少し、第１四半期

会計期間における売上高は全体で2,659百万円となりました。

　一方利益につきましては、原材料費の値上がりと減価償却費の増加が影響し、営業利益が11百万円となり、45周年

行事費用が影響して、経常損失18百万円、四半期純損失16百万円となりました。

事業の品目別の状況は次のとおりであります。

（業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤）

　引き続き新規ユーザーの獲得が進み、売上が伸張しました。従来どおり、製品・サービスの優位性を強調した営

業活動を進めたことに加え、環境への配慮を前面に打ち出した製品を発売したことが効を奏し、当第１四半期にお

ける売上高は、1,628百万円となりました。

（固形燃料）

　業務用固形燃料の当第１四半期会計期間における売上高は、前年同期比微増の398百万円となりました。

（その他商品等）

　前述のように大手総合商社経由で請け負っていた大手外食チェーン配送業務から撤退し、その売上減が影響した

ため、この部門の売上は減少しました。結果、当第１四半期における売上高は、632百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

財政状態（平成20年６月１日～平成20年８月31日の増減）

前事業年度末と比較して、総資産は759百万円増加し、純資産は77百万円減少しましたことから、自己資本比率は

3.7ポイント減少いたしました。増減の主なものは次のとおりであります。

　流動資産では、受取手形及び売掛金が110百万円減少しております。

　固定資産では有形固定資産のその他が1,055百万円増加しております。これは、主にリース会計制度変更に伴う

リース資産の計上によるものであります。

　流動負債では、短期借入金が100百万円、その他が147百万円増加しております。その他の増加は、主にリース会

計制度変更に伴うリース債務の計上によるものであります。

　固定負債ではその他が714百万円増加しております。これは、主にリース会計制度変更に伴う長期リース債務の計

上によるものであります。

キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期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256百万円となりました。主な増加要因は、資金流出を伴わない減価償却費の計

上154百万円及び売上債権の減少110百万円であります。また主な減少要因は、法人税等の支払53百万円でありま

す。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は213百万円となりました。主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出121

百万円及び有形固定資産の取得による支出70百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は95百万円となりました。主な増加要因は、短期借入れによる収入100百万円であ

ります。また主な減少要因は、長期借入金の返済による支出103百万円、配当金の支払53百万円であります。
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３．業績予想に関する定性的情報

　平成21年５月期の業績につきましては、第２四半期累計期間・通期では、ほぼ当初の予想通りに推移するものと見

込んでおります。従って現時点の業績予想につきましては、平成20年７月９日発表の第２四半期累計期間及び通期の

業績予想に変更はありません。

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 簡便な会計処理

（ａ）固定資産の減価償却の算定方法

定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によって

おります。

（ｂ）退職給付引当金

退職給付費用については、期首に算定した年間の見積り額を期間按分する方法によっております。

② 四半期財務諸表作成に特有の会計処理

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。

（３）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等

規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

② たな卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期間より「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、総平

均法による原価法（貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）により算定し

ております。

   これにより、営業利益は3,885千円減少、経常損失は3,885千円増加、税引前四半期純損失は14,598千円増

加しております。

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期会計期間から早期適用し、通常の売買取

引に係る会計処理によっております。

　　なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、期首に前事業年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリース資産を計

上する方法によっております。

　　この結果、従来の方法に比べてリース資産が有形固定資産に996,025千円計上されております。

  

　（追加情報）

　当社は、平成20年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を見直し、当第１四半期会計期間よ

り、機械装置の耐用年数を変更しております。

　この変更により、従来と同様の方法によった場合と比較して営業利益が2,406千円増加、経常損失及び税引

前四半期純損失が2,406千円減少しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 657,270 709,425

受取手形及び売掛金 2,512,202 2,622,714

有価証券 18,082 －

製品 452,247 473,396

商品 80,208 88,526

原材料 146,229 128,332

仕掛品 27,925 19,591

貯蔵品 119,220 127,033

その他 138,894 162,085

貸倒引当金 △6,015 △6,715

流動資産合計 4,146,265 4,324,390

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,815,602 2,863,590

土地 1,995,389 1,995,389

その他（純額） 1,753,235 697,983

有形固定資産合計 6,564,227 5,556,963

無形固定資産 190,135 199,074

投資その他の資産   

その他 1,405,604 1,465,623

貸倒引当金 △89,876 △88,928

投資その他の資産合計 1,315,727 1,376,695

固定資産合計 8,070,090 7,132,733

資産合計 12,216,356 11,457,123
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 962,120 1,038,583

ファクタリング債務 1,448,507 1,366,832

短期借入金 200,000 100,000

未払法人税等 729 60,000

その他 1,207,370 1,059,574

流動負債合計 3,818,727 3,624,989

固定負債   

長期借入金 1,270,580 1,362,660

退職給付引当金 727,719 710,194

役員退職慰労引当金 108,128 105,806

その他 726,996 12,259

固定負債合計 2,833,423 2,190,920

負債合計 6,652,151 5,815,910

純資産の部   

株主資本   

資本金 585,199 585,199

資本剰余金 595,337 595,337

利益剰余金 4,443,927 4,513,575

自己株式 △49,186 △49,165

株主資本合計 5,575,277 5,644,947

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,073 △3,734

評価・換算差額等合計 △11,073 △3,734

純資産合計 5,564,204 5,641,212

負債純資産合計 12,216,356 11,457,123

株式会社ニイタカ（4465）平成21年５月期　第１四半期決算短信

5



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 2,659,357

売上原価 1,736,220

売上総利益 923,136

販売費及び一般管理費 912,120

営業利益 11,016

営業外収益  

受取利息 2,478

受取配当金 2,649

その他 3,833

営業外収益合計 8,961

営業外費用  

支払利息 6,425

創立45周年関連費用 30,782

その他 1,376

営業外費用合計 38,583

経常損失（△） △18,605

特別利益  

固定資産売却益 8,512

特別利益合計 8,512

特別損失  

たな卸資産評価損 10,713

その他 2,379

特別損失合計 13,092

税引前四半期純損失（△） △23,186

法人税、住民税及び事業税 △6,685

法人税等合計 △6,685

四半期純損失（△） △16,500
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △23,186

減価償却費 154,479

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,524

長期前払費用の増減額（△は増加） 45,601

受取利息及び受取配当金 △5,127

支払利息 6,425

たな卸資産評価損 10,713

売上債権の増減額（△は増加） 110,623

たな卸資産の増減額（△は増加） 336

仕入債務の増減額（△は減少） 5,212

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △37,230

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,328

リース資産の増減額（△は増加） △1,035,431

リース債務の増減額（△は減少） 911,085

その他 145,799

小計 312,153

利息及び配当金の受取額 5,187

利息の支払額 △6,651

法人税等の支払額 △53,692

営業活動によるキャッシュ・フロー 256,996

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △121,186

有形固定資産の取得による支出 △70,495

無形固定資産の取得による支出 △19,879

その他 △2,075

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,635

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000

長期借入金の返済による支出 △103,000

配当金の支払額 △53,147

リース債務の返済による支出 △39,405

その他 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,574

現金及び現金同等物に係る換算差額 58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △52,154

現金及び現金同等物の期首残高 609,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 557,270

株式会社ニイタカ（4465）平成21年５月期　第１四半期決算短信

7



　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,689,607

Ⅱ　売上原価 1,676,414

売上総利益 1,013,192

Ⅲ　販売費及び一般管理費 901,116

営業利益 112,076

Ⅳ　営業外収益 12,524

　受取利息 2,142

　受取配当金 2,902

　その他 7,479

Ⅴ　営業外費用 9,024

　支払利息 3,479

　その他 5,544

経常利益 115,575

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 2,668

税引前四半期純利益 112,907

税金費用 51,786

四半期純利益 61,121
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税引前当期純利益 112,907

　減価償却費 101,145

　退職給付引当金の増減額（減少：△） △1,310

　役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △40,310

　前払年金費用の増減額（増加：△） △3,624

　貸倒引当金の増減額（減少：△） △1,701

　長期前払費用の増減額（増加：△） 5,865

　受取利息及び受取配当金 △5,044

　支払利息 3,479

　有形固定資産除却損 630

　投資事業組合投資損失 4,816

　為替差損 728

　売上債権の増減額（増加：△） △49,655

　たな卸資産の増減額（増加：△） △139,131

　その他流動資産の増減額（増加：△） 4,685

　未収還付消費税等の増減額（増加：△） 56,371

　破産更生債権等の増減額（増加：△） △300

　仕入債務の増減額（減少：△） 206,300

　未払金・未払費用等の増減額（減少：△） 47,212

　未払消費税等の増減額（減少：△） 17,945

　その他の固定資産の増減額（増加：△） 1,483

　その他の固定負債の増減額（減少：△） 137

小計 322,633

　利息及び配当金の受取額 3,406

　利息の支払額 △2,901

　法人税等の支払額 △53,850

営業活動によるキャッシュ・フロー 269,287

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

　投資有価証券の取得による支出 △21,417

　投資有価証券の売却による収入 10,050

　有形固定資産の取得による支出 △333,124

　無形固定資産の取得による支出 △11,398

　保険積立金の積立による支出 △3,706

　貸付金の回収による収入 232

投資活動によるキャッシュ・フロー △359,364
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前年同四半期
（平成20年５月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入れによる純増減額（減少：△） 1,200,000

　長期借入金の返済による支出 △43,165

　配当金の支払額 △47,243

　自己株式の取得による支出 △58

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,109,532

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △728

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 1,018,727

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 513,347

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,532,075
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