
  

１．平成24年５月期第１四半期の連結業績（平成23年６月１日～平成23年８月31日） 

  

（注）平成23年５月期第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成23年５月期第１四半期の対前年同四半期増

減率は記載しておりません。 

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成24年５月期の連結業績予想（平成23年６月１日～平成24年５月31日） 
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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（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 ％ 

24年５月期第１四半期  2,819  △1.1  47  △49.7  44  △50.9  19  △60.0

23年５月期第１四半期  2,849  －  94  －  90  －  49  －

（注）  包括利益 24年５月期第１四半期 16百万円 ( ％)△54.9 23年５月期第１四半期 37百万円 ( ％)－

  
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 

24年５月期第１四半期  3.32  －

23年５月期第１四半期  8.30  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年５月期第１四半期  11,738  6,119  52.1

23年５月期  11,912  6,156  51.7

（参考）自己資本 24年５月期第１四半期 6,119百万円 23年５月期 6,156百万円 

  
年間配当金

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 

23年５月期  － 9.00 － 9.00  18.00

24年５月期  －         

24年５月期（予想）   9.00 － 9.00  18.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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）  6,100  3.7  180  △45.5  180  △44.4  100  △46.8  16.94

通期  12,500  8.5  430  △28.9  430  △28.2  250  △25.1  42.34

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

新規   －   社  （－）                        、除外   －   社  （－） 

（注）なお、特定子会社の異動には該当いたしませんが、株式会社ユーホーニイタカを当第1四半期より連結子

会社としております。  

  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成

に特有の会計処理の適用」をご覧ください。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  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。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の「１.当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性

的情報」をご覧ください。  

  

（１）当四半期連結累計期間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）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 無

④  修正再表示                                  ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年５月期１Ｑ 5,943,052株 23年５月期 5,943,052株

②  期末自己株式数 24年５月期１Ｑ 38,538株 23年５月期 38,538株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年５月期１Ｑ 5,904,514株 23年５月期１Ｑ 5,904,883株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響を受け停滞した企業の生産活動が、徐々

に持ち直してきたものの、電力供給問題や欧米を中心とした海外経済の減速などの懸念もあり、引き続き厳しい状

況で推移しました。 

このような環境下、当社グループは、三方良し（買い手良し、世間良し、売り手良し）の製品・サービスの開

発・拡充に努めるとともに販売活動の強化を図ってまいりました。その結果、主力製品で一定の伸びがあったもの

の、東日本大震災による観光産業・外食産業の低迷が影響し、当第１四半期連結累計期間における売上高は、

2,819百万円（前年同期比1.1％減）となりました。 

一方、利益につきましては、自社製造品の減収に加え、将来への投資としての人員増及び拡販施策遂行のための

先行投資などで、営業利益は47百万円（同49.7％減）、経常利益は44百万円（同50.9％減）、四半期純利益は19百

万円（同60.0％減）となりました。 

  

当社グループの品目別売上高は、次のとおりであります。なお、当社グループは単一セグメントのため、セグメ

ント別の情報は作成しておりません。 

  

＜自社製造品部門＞＜業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤、固形燃料等＞ 

景気低迷や東日本大震災の影響で、当社グループが依拠するフードビジネス業界も厳しい状況にありました

が、環境への配慮と高いコストパフォーマンスを特徴とする主力製品の販売に努めた結果、一定の伸長がありま

した。しかしながら、前述いたしました東日本大震災後の観光産業・外食産業の低迷が影響し、当第１四半期連

結累計期間における売上高は、2,114百万円となりました。 

  

＜仕入商品等部門＞ 

自社製造品を中心に営業活動を推進したため、仕入商品等の売上は横ばい傾向が続きました。また、前述の東

日本大震災の影響もあり、当第１四半期連結累計期間における売上高は、704百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は次のとおりであります。 

  

（資産） 

資産は前連結会計年度末と比較して173百万円減少し、11,738百万円となりました。主な変動要因としては、

「受取手形及び売掛金」が148百万円増加し、「現金及び預金」が188百万円、「商品及び製品」が59百万円、「建

物及び構築物」が35百万円、それぞれ減少したことによります。 

  

（負債） 

負債は前連結会計年度末と比較して137百万円減少し、5,618百万円となりました。主な変動要因としては、固定

負債のうち、「長期借入金」が87百万円、「退職給付引当金」が24百万円、それぞれ減少したことによります。 

  

（純資産） 

純資産は前連結会計年度末と比較して36百万円減少し、6,119百万円となりました。主な変動要因としては、四

半期純利益19百万円の増加と、配当金の支払53百万円によります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の連結業績は東日本大震災の影響を受けましたが、回復基調にあることから、連結業績予想につき

ましては、平成23年７月11日公表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想から変更は行っておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動  

該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  

税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

（株）ニイタカ（4465）　平成24年５月期第１四半期決算短信（連結）

3



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 986,859 798,750

受取手形及び売掛金 2,376,581 2,525,128

商品及び製品 561,355 501,874

仕掛品 47,884 63,499

原材料及び貯蔵品 306,702 299,130

その他 158,730 169,651

貸倒引当金 △2,848 △3,025

流動資産合計 4,435,265 4,355,008

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,763,238 2,727,610

土地 1,994,867 1,994,867

その他（純額） 1,382,066 1,338,923

有形固定資産合計 6,140,171 6,061,401

無形固定資産   

のれん 22,775 22,206

その他 199,910 193,755

無形固定資産合計 222,686 215,961

投資その他の資産   

その他 1,117,331 1,105,164

貸倒引当金 △2,893 △3,339

投資その他の資産合計 1,114,437 1,101,824

固定資産合計 7,477,296 7,379,188

繰延資産 － 4,545

資産合計 11,912,562 11,738,741

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 958,916 985,456

ファクタリング債務 1,324,495 1,312,881

短期借入金 350,000 550,000

未払法人税等 － 29,114

その他 1,353,621 1,108,284

流動負債合計 3,987,033 3,985,736

固定負債   

長期借入金 309,500 222,370

退職給付引当金 926,078 902,016

役員退職慰労引当金 174,065 181,865

その他 359,452 326,771

固定負債合計 1,769,095 1,633,023

負債合計 5,756,129 5,618,760
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

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 5,082,452 5,048,909

自己株式 △49,817 △49,817

株主資本合計 6,213,171 6,179,628

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △24,523 △23,726

為替換算調整勘定 △32,215 △35,921

その他の包括利益累計額合計 △56,739 △59,647

純資産合計 6,156,432 6,119,981

負債純資産合計 11,912,562 11,738,741
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 2,849,000 2,819,010

売上原価 1,763,556 1,735,149

売上総利益 1,085,443 1,083,861

販売費及び一般管理費 990,989 1,036,352

営業利益 94,454 47,509

営業外収益   

受取利息 333 176

受取配当金 2,149 2,268

その他 3,690 2,443

営業外収益合計 6,173 4,888

営業外費用   

支払利息 5,704 4,140

投資事業組合運用損 2,703 875

為替差損 654 2,419

その他 1,259 584

営業外費用合計 10,322 8,019

経常利益 90,305 44,377

特別損失   

たな卸資産廃棄損 4,465 －

特別損失合計 4,465 －

税金等調整前四半期純利益 85,840 44,377

法人税等 40,439 24,780

少数株主損益調整前四半期純利益 45,400 19,597

少数株主損失（△） △3,611 －

四半期純利益 49,012 19,597
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 45,400 19,597

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,302 797

為替換算調整勘定 △9,659 △3,705

その他の包括利益合計 △8,356 △2,907

四半期包括利益 37,044 16,689

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 43,070 16,689

少数株主に係る四半期包括利益 △6,026 －
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該当事項はありません。  

  

  

単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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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