
  

１．平成24年５月期第２四半期の連結業績（平成23年６月1日～平成23年11月30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２四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） 

  

  

平成24年５月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
        平成24年１月16日

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） 経営企画部長 （氏名）宮川 徹 （ＴＥＬ）  06（6391）3225 

四半期報告書提出予定日 平成24年1月16日 配当支払開始予定日 平成24年２月13日 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無       

四半期決算説明会開催の有無      ： 無         

  （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２四半期  6,014  2.3  242  △26.5  227  △29.7  131  △30.1

23年５月期第２四半期  5,880  －  330  －  324  －  188  －

（注）  包括利益 24年５月期第２四半期 119百万円 ( ％)△26.3 23年５月期第２四半期 161百万円 ( ％)－

  
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２四半期  22.26  －

23年５月期第２四半期  31.85  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年５月期第２四半期  12,174  6,222  51.1

23年５月期  11,912  6,156  51.7

（参考）自己資本 24年５月期第２四半期 6,222百万円 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  － 9.00       

24年５月期（予想）     － 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、対前期増減率）

  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 

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、添付資料の「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ますが、この四半期決算短信

の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

  

※  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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 5,904,514株 23年５月期２Ｑ 5,904,828株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四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て後退した後、緩やかに持ち直し

はじめました。しかしながら、欧州の債務問題に加えて円高の進行等で、先行き不透明感が強まりました。 

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、東日本大震災による観光産業・外食

産業の低迷の影響があったものの、主力製品で一定の伸びがあり、また連結対象となった株式会社ユーホーニイタ

カの売上も加わり、当第２四半期連結累計期間の売上高は、6,014百万円（前年同期比2.3％増）となりました。 

一方、利益につきましては、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等で、営業利益

は、242百万円（前年同期比26.5％減）、経常利益は、227百万円（前年同期比29.7％減）、四半期純利益は、131

百万円（前年同期比30.1％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。 

  

＜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、当社グループが主に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、自社製造品の売上高は一

定の伸張がありました。その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、4,566百万円（前年同期比

4.3％増）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、当第２四半期連結累計期間における仕入商品等の売上高は微減

となり、1,448百万円（前年同期比3.6％減）となりました。 

  

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

  

（資産） 

資産は前連結会計年度末と比較して262百万円増加し、12,174百万円となりました。主には、「受取手形及び売

掛金」が455百万円、「商品及び製品」が45百万円、それぞれ増加し、「現金及び預金」が85百万円、「建物及び

構築物」が56百万円、有形固定資産「その他」が127百万円、それぞれ減少しました。 

  

（負債） 

 負債は前連結会計年度末と比較して195百万円増加し、5,952百万円となりました。主には、「支払手形及び買掛

金」が184百万円、「短期借入金」が200百万円、それぞれ増加し、「長期借入金」が174百万円減少しました。 

  

（純資産） 

純資産は前連結会計年度末と比較して66百万円増加し、6,222百万円となりました。主には、四半期純利益131百

万円の増加、配当金の支払53百万円であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

営業活動によるキャッシュ・フローは、414百万円の収入（前第２四半期連結累計期間は94百万円の収入）とな

りました。主な増加項目は、税金等調整前四半期純利益239百万円、減価償却費375百万円、仕入債務の増加220百

万円であります。また、主な減少項目は、売上債権の増加455百万円であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、374百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は173百万円の支出）とな

りました。主な減少項目は、事業譲受による支出111百万円、有形固定資産の取得による支出246百万円でありま

す。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、132百万円の支出（前第２四半期連結累計期間は277百万円の支出）とな

りました。主な増加項目は、短期借入金200百万円であります。また、主な減少項目は、長期借入金の返済191百万

円、リース債務の返済88百万円、配当金の支払53百万円であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況を踏まえ、平成23年７月11日

公表の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２四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
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 986,859 901,158

受取手形及び売掛金 2,376,581 2,832,189

商品及び製品 561,355 607,221

仕掛品 47,884 54,971

原材料及び貯蔵品 306,702 341,228

その他 158,730 153,396

貸倒引当金 △2,848 △3,283

流動資産合計 4,435,265 4,886,883

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,763,238 2,707,228

土地 1,994,867 2,026,809

その他（純額） 1,382,066 1,254,284

有形固定資産合計 6,140,171 5,988,323

無形固定資産   

のれん 22,775 21,637

その他 199,910 178,613

無形固定資産合計 222,686 200,250

投資その他の資産   

その他 1,117,331 1,103,017

貸倒引当金 △2,893 △3,843

投資その他の資産合計 1,114,437 1,099,173

固定資産合計 7,477,296 7,287,747

資産合計 11,912,562 12,174,631

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 958,916 1,143,225

ファクタリング債務 1,324,495 1,358,857

短期借入金 350,000 550,000

未払法人税等 － 117,520

その他 1,353,621 1,260,679

流動負債合計 3,987,033 4,430,283

固定負債   

長期借入金 309,500 135,240

退職給付引当金 926,078 908,526

役員退職慰労引当金 174,065 189,665

その他 359,452 288,292

固定負債合計 1,769,095 1,521,723

負債合計 5,756,129 5,952,007
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年11月30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 5,160,767

自己株式 △49,817 △49,817

株主資本合計 6,213,171 6,291,486

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 △24,828

為替換算調整勘定 △32,215 △44,034

その他の包括利益累計額合計 △56,739 △68,862

純資産合計 6,156,432 6,222,623

負債純資産合計 11,912,562 12,174,631
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 5,880,296 6,014,494

売上原価 3,573,318 3,652,091

売上総利益 2,306,978 2,362,402

販売費及び一般管理費 1,976,545 2,119,666

営業利益 330,432 242,735

営業外収益   

受取利息 399 243

受取配当金 2,149 2,288

受取手数料 1,975 2,520

その他 4,818 3,016

営業外収益合計 9,342 8,068

営業外費用   

支払利息 11,270 7,636

投資事業組合運用損 2,703 875

為替差損 － 3,039

開業費償却 － 8,223

その他 1,792 3,252

営業外費用合計 15,766 23,027

経常利益 324,008 227,776

特別利益   

負ののれん発生益 － 19,014

特別利益合計 － 19,014

特別損失   

たな卸資産廃棄損 4,465 1,701

固定資産除売却損 253 －

投資有価証券評価損 － 5,120

特別損失合計 4,719 6,821

税金等調整前四半期純利益 319,289 239,969

法人税等 136,387 108,513

少数株主損益調整前四半期純利益 182,901 131,455

少数株主損失（△） △5,192 －

四半期純利益 188,094 131,455
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 182,901 131,455

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △97 △304

為替換算調整勘定 △20,973 △11,818

その他の包括利益合計 △21,070 △12,123

四半期包括利益 161,831 119,332

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 172,261 119,332

少数株主に係る四半期包括利益 △10,430 －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 319,289 239,969

減価償却費 344,566 375,474

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,716 △17,552

長期前払費用の増減額（△は増加） 10,457 10,979

負ののれん発生益 － △19,014

受取利息及び受取配当金 △2,548 △2,531

支払利息 11,270 7,636

為替差損益（△は益） △138 3,039

売上債権の増減額（△は増加） △259,498 △455,711

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,128 △18,529

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15,619 △19,354

仕入債務の増減額（△は減少） 158,363 220,310

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △45,538 81,729

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,471 15,928

その他 8,189 △29,297

小計 473,476 393,077

利息及び配当金の受取額 2,548 2,531

利息の支払額 △11,270 △7,636

法人税等の支払額 △369,884 △7,078

法人税等の還付額 － 33,584

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,869 414,478

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △148,285 △246,680

無形固定資産の取得による支出 △20,866 △8,770

事業譲受による支出 － △111,432

その他 △4,424 △7,268

投資活動によるキャッシュ・フロー △173,576 △374,151

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） 60,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △191,060 △191,060

配当金の支払額 △53,144 △53,140

リース債務の返済による支出 △92,796 △88,463

その他 △171 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,173 △132,664

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,067 1,636

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △357,947 △90,700

現金及び現金同等物の期首残高 1,512,860 986,859

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 18,642 5,000

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,173,554 901,158
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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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）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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