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1.  平成22年5月期第2四半期の業績（平成21年6月1日～平成21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 ％

22年5月期第2四半期 6,199 11.9 654 492.3 651 705.3 386 ―
21年5月期第2四半期 5,538 ― 110 ― 80 ― 19 ―

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

22年5月期第2四半期 65.49 ―
21年5月期第2四半期 3.35 ―

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

22年5月期第2四半期 12,880 5,996 46.6 1,015.43
21年5月期 11,981 5,660 47.2 958.51

（参考） 自己資本   22年5月期第2四半期  5,996百万円 21年5月期  5,660百万円

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   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 9.00 ― 8.00 17.00
22年5月期 ― 9.00
22年5月期 

（予想）
― 9.00 18.00

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年6月1日～平成22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 12,000 6.9 1,000 198.9 1,000 233.0 430 205.4 72.82



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  

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等４．その他」をご覧ください。 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第2四半期 5,943,052株 21年5月期  5,943,052株
② 期末自己株式数 22年5月期第2四半期  37,969株 21年5月期  37,959株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第2四半期 5,905,092株 21年5月期第2四半期 5,905,201株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、４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。 
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当第２四半期累計期間の経済環境は、各国政府の積極的な財政出動によって持ち直しの傾向が見え始めたものの、

なお需要不足による雇用や設備の過剰感があり、物価の下落が続くなど、深刻な景気低迷が続きました。 

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。また、

新型インフルエンザの流行によって手指消毒用アルコール製剤の特需が生まれ、当社の当該製品の売上増につながり

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6,199百万円（前年同期比11.9％増）となりました。 

利益につきましては、前述のアルコール製剤特需を含めた売上増により増大しました。また、引き続き製品構成の

変更や経費削減などに取り組み、利益の確保に努めました。その結果、当第２四半期累計期間における営業利益が

654百万円（同492.3％増）、経常利益が651百万円（同705.3％増）、四半期純利益は386百万円（前年同期は19百万

円の四半期純利益）となりました。 

（自社製造品部門） ＜業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤、固形燃料など＞ 

景気後退の影響を受け固形燃料の売上高が減少したものの、引き続き環境への配慮を前面に打ち出した洗剤・洗浄

剤の新製品を投入して新規ユーザーの獲得を進めたことに加え、新型インフルエンザの流行によって手指消毒用アル

コール製剤の売上が増大した結果、当第２四半期累計期間における売上高は、4,709百万円（前年同期4,050百万円）

となりました。 

（仕入商品部門） ＜その他商品など＞ 

自社製品に営業の力点を置いたため、売上の大幅な上積みはありませんでした。結果、当第２四半期累計期間にお

ける売上高は、1,489百万円（前年同期1,487百万円）となりました。 

注：品目別売上高の区分変更について 

当第２四半期累計期間における報告から、区分を変更いたします。当社で製造販売している製品と他社から仕入れ

て販売している商品とに区分します。これは、自社製造品の販売状況を数値で明確にすることで、製造メーカーであ

る当社への評価を分かりやすくすることが目的です。 

なお、当基準での第１四半期会計期間の売上高は、自社製造品部門が2,180百万円（前年同期1,946百万円）、仕入商

品部門が718百万円（前年同期712百万円）となります。 

  

財政状態 

  

 前事業年度末と比較して総資産は898百万円増加し、純資産は336百万円増加しました。増減の主なものは次のと

おりであります。 

 流動資産では現金及び預金が549百万円、受取手形及び売掛金が335百万円増加しております。  

 固定資産では建物が85百万円、その他が118百万円減少しております。 

 流動負債では、支払手形及び買掛金が168百万円、短期借入金が200百万円、未払法人税等が202百万円増加して

おります。 

 固定負債では長期借入金が191百万円減少しております。  

 純資産は、前事業年度に比べ336百万円増加し、5,996百万円となりました。これは、四半期純利益386百万円の

計上等により増加した一方、配当金の支払47百万円により減少したことによるものであります。 

 この結果１株当たり純資産は、前事業年度に比べ56.92円増加し1,015円43銭となりました。また、自己資本比率

は、前事業年度末の47.2％から46.6％に低下しました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

前事業年度末   
当第２四半期 

会計期間末   
増減  

総資産（百万円）    11,981   12,880  898

純資産（百万円）    5,660   5,996  336

自己資本比率   % 47.2  % 46.6 p △0.6

１株当たり純資産（円）  958.51 1,015.43  56.92
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キャッシュ・フローの状況 

                                   （単位：百万円）  

 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。 

 当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、税引前四半期純利益の増加、借入による資金調達

及び定期預金の払い戻し等により、現金及び現金同等物（以下「資金」という）が増加いたしました。資金の期末

残高は前年同期に比べ569百万円増加し、1,233百万円（前年同期比85.8％増）となりました。 

（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816百万円（同38.2％増）となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利

益645百万円、資金流出を伴わない減価償却費の計上315百万円及び仕入債務の増加218百万円であります。ま

た、主な減少要因は、売上債権の増加335百万円、たな卸資産の増加114百万円、及び法人税等の支払50百万円で

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39百万円（同84.6％減）となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻によ

る収入100百万円であります。また、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出54百万円、無形固定資産

の取得による支出35百万円、及び貸付による支出45百万円であります。 

（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125百万円（同54.8％減）となりました。主な増加要因は、短期借入れによる

収入200百万円であります。また、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出198百万円、配当金の支払47百

万円及びリース債務の返済による支出79百万円であります。 

  

  

平成22年5月期の業績につきましては、第２四半期累計期間における新型インフルエンザ関連の特需等による売上

と利益の上積みを踏まえ、平成21年12月9日に上方修正しております。 

売上高 12,000百万円（当初予想比3.4％増） 

営業利益 1,000百万円（当初予想比100％増） 

経常利益 1,000百万円（当初予想比100％増） 

当期純利益 430百万円（当初予想比50.9％増） 

  

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、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

   前第２四半期  当第２四半期  増減 

 営業活動によるキャッシュ・フロー   590   816   225

 投資活動によるキャッシュ・フロー   △257   △39   217

財務活動によるキャッシュ・フロー   △278   △125   152

 現金及び現金同等物の増減額   54   649   595

 現金及び現金同等物の期末残高   663   1,233   569

３．業績予想に関する定性的情報

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
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 該当事項はありません。 

  

  

（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
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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21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,233,455 683,621

受取手形及び売掛金 2,945,107 2,609,319

有価証券 － 9,120

商品及び製品 604,829 530,083

仕掛品 31,052 27,222

原材料及び貯蔵品 261,140 231,598

その他 118,106 114,303

貸倒引当金 △3,326 △2,910

流動資産合計 5,190,365 4,202,359

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,681,023 2,766,449

土地 1,995,389 1,995,389

その他（純額） 1,455,327 1,573,435

有形固定資産合計 6,131,741 6,335,273

無形固定資産 194,511 152,374

投資その他の資産   

その他 1,452,458 1,384,787

貸倒引当金 △88,257 △92,839

投資その他の資産合計 1,364,201 1,291,947

固定資産合計 7,690,453 7,779,595

資産合計 12,880,819 11,981,955
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,128,691 960,075

ファクタリング債務 1,480,974 1,388,060

短期借入金 400,000 200,000

未払法人税等 258,295 55,500

その他 1,271,085 1,143,646

流動負債合計 4,539,047 3,747,283

固定負債   

長期借入金 881,880 1,072,940

退職給付引当金 808,644 773,612

役員退職慰労引当金 119,910 115,398

その他 535,117 612,644

固定負債合計 2,345,551 2,574,594

負債合計 6,884,599 6,321,877

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 4,887,556 4,548,063

自己株式 △49,297 △49,287

株主資本合計 6,018,795 5,679,313

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,574 △19,235

評価・換算差額等合計 △22,574 △19,235

純資産合計 5,996,220 5,660,077

負債純資産合計 12,880,819 11,981,955
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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）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 5,538,666 6,199,030

売上原価 3,612,930 3,634,216

売上総利益 1,925,735 2,564,813

販売費及び一般管理費 1,815,218 1,910,216

営業利益 110,517 654,597

営業外収益   

受取利息 5,211 639

受取配当金 2,849 1,798

受取補償金 － 2,068

その他 8,060 5,685

営業外収益合計 16,121 10,192

営業外費用   

支払利息 12,633 10,648

創立45周年関連費用 30,782 －

その他 2,297 2,407

営業外費用合計 45,712 13,055

経常利益 80,925 651,734

特別利益   

固定資産売却益 8,512 219

投資有価証券売却益 13,358 －

貸倒引当金戻入額 － 4,582

特別利益合計 21,870 4,801

特別損失   

たな卸資産評価損 10,713 6,123

固定資産除却損 － 5,215

投資有価証券評価損 58,723 －

その他 587 －

特別損失合計 70,025 11,338

税引前四半期純利益 32,771 645,196

法人税、住民税及び事業税 13,004 258,463

法人税等合計 13,004 258,463

四半期純利益 19,767 386,733
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 2,879,308 3,300,353

売上原価 1,876,709 1,876,668

売上総利益 1,002,598 1,423,684

販売費及び一般管理費 903,098 956,819

営業利益 99,500 466,864

営業外収益   

受取利息 2,733 322

受取配当金 200 18

受取手数料 － 973

受取補償金 － 333

その他 4,397 1,525

営業外収益合計 7,330 3,173

営業外費用   

支払利息 6,208 5,370

為替差損 1,012 599

その他 78 659

営業外費用合計 7,299 6,629

経常利益 99,531 463,408

特別利益   

固定資産売却益 － 219

投資有価証券売却益 13,358 －

特別利益合計 13,358 219

特別損失   

固定資産除却損 － 4,856

投資有価証券評価損 56,566 －

その他 365 －

特別損失合計 56,932 4,856

税引前四半期純利益 55,957 458,771

法人税、住民税及び事業税 19,690 183,097

法人税等合計 19,690 183,097

四半期純利益 36,267 275,674
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21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 32,771 645,196

減価償却費 311,408 315,897

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39,970 35,032

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 △2,438

支払利息 12,633 10,648

たな卸資産評価損 10,713 6,123

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 △335,872

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,129 △114,241

仕入債務の増減額（△は減少） 125,505 218,039

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 156,948 133,777

未払消費税等の増減額（△は減少） 34,437 △29,040

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 △8,328

小計 651,554 874,793

利息及び配当金の受取額 5,706 2,788

利息の支払額 △12,331 △10,646

法人税等の支払額 △54,146 △50,598

営業活動によるキャッシュ・フロー 590,782 816,335

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 △54,948

無形固定資産の取得による支出 △25,825 △35,880

貸付けによる支出 － △45,000

定期預金の払戻による収入 － 100,000

その他 △4,528 △3,963

投資活動によるキャッシュ・フロー △257,562 △39,791

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） 100,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △206,400 △198,660

社債の償還による支出 △40,000 －

配当金の支払額 △53,147 △47,240

リース債務の返済による支出 △78,810 △79,940

その他 △99 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △278,458 △125,851

現金及び現金同等物に係る換算差額 △433 △859

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 54,328 649,833

現金及び現金同等物の期首残高 609,425 583,621

現金及び現金同等物の四半期末残高 663,753 1,233,455

株式会社ニイタカ(4465)　平成22年５月期第２四半期決算短信（非連結）

10



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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