
平成21年5月期 第2四半期決算短信（非連結） 
平成20年12月26日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ニイタカ 上場取引所 東 
コード番号 4465 URL http://www.niitaka.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 森田 千里雄
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員経営企画部長 （氏名） 佐古 晴彦 TEL 06-6391-3225

四半期報告書提出予定日 平成21年1月14日 配当支払開始予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年5月期第2四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年11月30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2四半期 5,538 ― 110 ― 80 ― 19 ―
20年5月期第2四半期 5,690 2.7 299 △17.1 302 △19.0 175 △35.8

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2四半期 3.35 ―
20年5月期第2四半期 29.74 ―

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2四半期 12,372 5,583 45.1 945.62
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2四半期  5,583百万円 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  有  

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 ― 9.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 8.00 17.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 11,300 △1.3 300 △46.5 250 △54.6 120 △50.9 20.32

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2四半期 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2四半期 37,927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2四半期 5,905,201株 20年5月期第2四半期 5,905,370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．平成20年７月９日発表の通期業績予想を修正しております。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・財務諸表等 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２四半期累計期間のわが国経済は、原油価格の高騰や米国でのサブプライムローンに端を発する世界的な金融

不安に加え、９月以降の米国発の金融危機が実体経済にまで影響を及ぼしたことにより、景気の後退が鮮明になりま

した。

　そのような状況下、当社は引き続き、新製品・改良製品を投入して、売上拡大と利益の確保に努めました。しかし

ながら、自社製品の売上高は増加したものの、採算割れとなっていた大手外食チェーン配送業務からの撤退により、

「その他商品」の売上が減少し、当第２四半期累計期間における売上高は全体で5,538百万円となりました。

　一方利益につきましては、原材料費の値上がりにより製品原価が上昇しましたが、製品の販売価格の改定を進める

とともに製品構成の変更によって利益確保に努めた結果、マイナス分を一部吸収し、営業利益が110百万円、経常利益

が80百万円となりました。しかし、当第２四半期純利益は、保有株式等の評価損を特別損失として計上したため、19

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）

　景気後退の影響で、既存ユーザーの使用量が減少しましたが、引き続き、環境への配慮を前面に打ち出した新製

品・改良製品を投入して新規ユーザーの獲得を進めた結果、売上が伸張いたしました。その結果、当第２四半期累

計期間における売上高は、3,259百万円となりました。

（固形燃料）

　主に、景気後退の影響を受けて業務用固形燃料の販売数量が減少したことにより、当第２四半期累計期間におけ

る売上高は、972百万円となりました。

（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たため、売上は減少いた

しました。結果、当第２四半期累計期間における売上高は、1,307百万円となりました。

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11月30日の増減）

前事業年度末と比較して、総資産はリース資産計上により915百万円増加し、純資産は57百万円減少しましたこと

から、自己資本比率は4.1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91百万円増加しております。

　固定資産では有形固定資産のその他が979百万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、ファクタリング債務が153百万円、短期借入金が100百万円、その他が188百万円増加しております。

流動負債その他の増加は、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675百万円増加し、長期借入金が181百万円減少しております。固定負債その他の増加は、

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２四半期累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590百万円となりました。主な増加要因は、資金流出を伴わない減価償却費の計

上311百万円、仕入債務の増加125百万円及び未払金・未払費用等の増加156百万円であります。また主な減少要因

は、売上債権の増加91百万円及びたな卸資産の増加73百万円であります。

（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257百万円となりました。主な増加要因は、投資有価証券の売却による収入67百

万円であります。また主な減少要因は、投資有価証券の取得による支出132百万円及び有形固定資産の取得による

支出162百万円であります。

（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278百万円となりました。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206百万円、社債の償還による支出40百万円、配当

金の支払額53百万円及びリース債務の返済による支出78百万円であります。
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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、景気の減速による売上高の伸びの鈍化と当初の見込みを上回る原材料費の

高騰による原価の上昇を勘案し、現時点での通期の業績見通しを平成20年７月９日発表から下方修正しております。

売上高　11,300百万円（当初予想比5.8％減）

営業利益　300百万円（当初予想比21.1％減）

経常利益　250百万円（当初予想比28.6％減）

当期純利益　120百万円（当初予想比40.0％減）

 

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

① 簡便な会計処理

（ａ）固定資産の減価償却費の算定方法

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２四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。

（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

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、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、経常利益は1,594千円減少、税引前四半期純利益は12,307千円減少しております。

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955,580千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、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、経常利益及び税引前四半期純利益

が6,630千円増加しております。
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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２四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
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 763,753 709,425

受取手形及び売掛金 2,714,144 2,622,714

有価証券 9,840 －

製品 513,722 473,396

商品 89,682 88,526

原材料 156,521 128,332

仕掛品 22,473 19,591

貯蔵品 116,897 127,033

その他 150,768 162,085

貸倒引当金 △6,488 △6,715

流動資産合計 4,531,316 4,324,390

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,779,220 2,863,590

土地 1,995,389 1,995,389

その他（純額） 1,677,129 697,983

有形固定資産合計 6,451,739 5,556,963

無形固定資産 179,866 199,074

投資その他の資産   

その他 1,299,587 1,465,623

貸倒引当金 △90,113 △88,928

投資その他の資産合計 1,209,474 1,376,695

固定資産合計 7,841,080 7,132,733

資産合計 12,372,397 11,457,123
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年11月30日) 

前事業年度末に係る 
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 1,077,966 1,038,583

ファクタリング債務 1,520,438 1,366,832

短期借入金 200,000 100,000

未払法人税等 12,854 60,000

その他 1,247,881 1,059,574

流動負債合計 4,059,140 3,624,989

固定負債   

長期借入金 1,180,800 1,362,660

退職給付引当金 750,165 710,194

役員退職慰労引当金 110,450 105,806

その他 687,847 12,259

固定負債合計 2,729,262 2,190,920

負債合計 6,788,403 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 4,480,195 4,513,575

自己株式 △49,265 △49,165

株主資本合計 5,611,467 5,644,947

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27,473 △3,734

評価・換算差額等合計 △27,473 △3,734

純資産合計 5,583,993 5,641,212

負債純資産合計 12,372,397 11,457,123
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 5,538,666

売上原価 3,612,930

売上総利益 1,925,735

販売費及び一般管理費 1,815,218

営業利益 110,517

営業外収益  

受取利息 5,211

受取配当金 2,849

その他 8,060

営業外収益合計 16,121

営業外費用  

支払利息 12,633

創立45周年関連費用 30,782

その他 2,297

営業外費用合計 45,712

経常利益 80,925

特別利益  

固定資産売却益 8,512

投資有価証券売却益 13,358

特別利益合計 21,870

特別損失  

たな卸資産評価損 10,713

投資有価証券評価損 58,723

その他 587

特別損失合計 70,025

税引前四半期純利益 32,771

法人税、住民税及び事業税 13,004

法人税等合計 13,004

四半期純利益 19,767
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 2,879,308

売上原価 1,876,709

売上総利益 1,002,598

販売費及び一般管理費 903,098

営業利益 99,500

営業外収益  

受取利息 2,733

受取配当金 200

その他 4,397

営業外収益合計 7,330

営業外費用  

支払利息 6,208

為替差損 1,012

その他 78

営業外費用合計 7,299

経常利益 99,531

特別利益  

投資有価証券売却益 13,358

特別利益合計 13,358

特別損失  

投資有価証券評価損 56,566

その他 365

特別損失合計 56,932

税引前四半期純利益 55,957

法人税、住民税及び事業税 19,690

法人税等合計 19,690

四半期純利益 36,267
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 32,771

減価償却費 311,408

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39,970

長期前払費用の増減額（△は増加） 49,849

受取利息及び受取配当金 △8,061

支払利息 12,633

たな卸資産評価損 10,713

投資有価証券売却損益（△は益） △13,358

投資有価証券評価損益（△は益） 58,723

売上債権の増減額（△は増加） △91,837

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,129

仕入債務の増減額（△は減少） 125,505

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 156,948

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,437

リース資産の増減額（△は増加） △1,034,391

リース債務の増減額（△は減少） 910,615

その他 128,756

小計 651,554

利息及び配当金の受取額 5,706

利息の支払額 △12,331

法人税等の支払額 △54,146

営業活動によるキャッシュ・フロー 590,782

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 △132,023

投資有価証券の売却による収入 67,120

有形固定資産の取得による支出 △162,304

無形固定資産の取得による支出 △25,825

その他 △4,528

投資活動によるキャッシュ・フロー △257,562

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 △206,400

社債の償還による支出 △40,000

配当金の支払額 △53,147

リース債務の返済による支出 △78,810

その他 △99

財務活動によるキャッシュ・フロー △278,458

現金及び現金同等物に係る換算差額 △433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,328

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 663,753
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　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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

 

前中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

区分 金額（千円） 百分比
（％）

Ⅰ　売上高 5,690,753 100.0

Ⅱ　売上原価 3,582,048 62.9

売上総利益 2,108,704 37.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,809,040 31.8

営業利益 299,664 5.3

Ⅳ　営業外収益 22,714 0.4

Ⅴ　営業外費用 20,008 0.4

経常利益 302,370 5.3

Ⅵ　特別利益 － －

Ⅵ　特別損失 2,795 0.0

税引前中間純利益 299,574 5.3

法人税、住民税
及び事業税 172,180

法人税等調整額 △48,231 123,948 2.2

中間純利益 175,626 3.1
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

 

前中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 299,574

減価償却費 200,442

退職給付引当金の増減額（減少：△） 19,916

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △35,404

前払年金費用の増減額（増加：△） 9,294

貸倒引当金の増減額（減少：△） △1,485

長期前払費用の増減額（増加：△） △79,023

受取利息及び受取配当金 △11,115

支払利息 10,213

たな卸資産廃棄損 1,997

有形固定資産除売却損 798

投資事業組合投資損失 4,816

為替差損 3,599

積立保険解約益 228

売上債権の増減額（増加：△） △314,527

たな卸資産の増減額（増加：△） △214,512

その他の流動資産の増減額（増加：△） 28,411

破産更生債権等の増減額（増加：△） 145

仕入債務の増減額（減少：△） 344,841

未払金及び未払費用等の増減額（減少：△） 91,743

未払消費税等の増減額（減少：△） 28,349

その他の固定資産の増減額（増加：△） △68,861

その他の固定負債の増減額（減少：△） 372

小計 319,815

利息及び配当金の受取額 9,477

利息の支払額 △10,146

法人税等の支払額 △55,462

営業活動によるキャッシュ・フロー 263,683
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前中間会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年11月30日）

区分 金額（千円）

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 △22,017

投資有価証券の償還による収入 110,317

子会社株式の取得による支出 △183,274

有形固定資産の取得による支出 △968,523

無形固定資産の取得による支出 △19,244

保険積立金の積立による支出 △6,477

保険積立金の解約による収入 31,039

貸付金の回収による収入 400

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,057,780

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：△） 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △75,080

社債の償還による支出 △97,200

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 1,180,417

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,498

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 （減少：△） 382,822

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中間期末残高 896,170
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