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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第47期
第２四半期
累計期間

第47期
第２四半期
会計期間

第46期

会計期間

自平成20年
６月１日
至平成20年

11月30日

自平成20年
９月１日
至平成20年

11月30日

自平成19年
６月１日
至平成20年
５月31日

売上高（千円） 5,538,666 2,879,308 11,451,255

経常利益（千円） 80,925 99,531 550,127

四半期（当期）純利益（千円） 19,767 36,267 244,552

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） － 585,199 585,199

発行済株式総数（千株） － 5,943 5,943

純資産額（千円） － 5,583,993 5,641,212

総資産額（千円） － 12,372,397 11,457,123

１株当たり純資産額（円） － 945.62 955.29

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
3.35 6.14 41.41

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） 9.0 9.0 18.0

自己資本比率（％） － 45.1 49.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
590,782 － 493,865

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△257,562 － △1,415,407

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△278,458 － 1,021,129

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 663,753 609,425

従業員数（人） － 177 177

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため、記載しておりません。

  ４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第46期は希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため、第47期第２四半期は潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

　５．第46期の１株当たり配当額には、設立45周年記念配当金２円（うち中間配当額１円）を含んでおります。
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２【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。ま

た、主要な関係会社における異動もありません。

　

３【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成20年11月30日現在

従業員数（人） 177 (56)

　（注）　従業員数は、就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含みます。)であり、臨時雇用者

数(嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、（　）内に外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第２四半期会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目
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）

業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤（千円） 1,787,521

固形燃料（千円） 494,587

その他商品等（千円） 8,068

合計（千円） 2,290,178

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　該当事項はありません。

(3）商品仕入実績

　当第２四半期会計期間における商品仕入実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目
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）

業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤（千円） 39,109

固形燃料（千円） 68,069

その他商品等（千円） 606,352

合計（千円） 713,531

　（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

(4）販売実績

　当第２四半期会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

品目
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）

業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤（千円） 1,630,706

固形燃料（千円） 573,767

その他商品等（千円） 674,834

合計（千円） 2,879,308

　（注）１．当第２四半期会計期間における主な相手先別の販売実績については、総販売実績に対する割合が100分の10未

満のため、記載を省略しております。

２．上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３【財政状態及び経営成績の分析】

　(1）業績の状況

　当第２四半期会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２四半期会計期間における売上高は全体で2,879百万円となりました。

　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99百万円、経常

利益が99百万円となりました。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、36百万円となりました。

　(2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四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333百万円となりました。主な増加要因は、資金流出を伴わない減価償却費の計

上156百万円、未払金・未払費用等の増加194百万円及び仕入債務の増加120百万円であります。また主な減少要因

は、売上債権の増加202百万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43百万円となりました。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、有形固定資産の取得による支出91百万円であります。

（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182百万円となりました。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出103百万

円、社債の償還による支出40百万円及びリース債務の返済による支出39百万円であります。
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　(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります。

① 会社の支配に関する基本方針の内容

上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社の株式に対す

る大規模買付提案又はこれに類似する行為があった場合においても、一概に否定するものではなく、最終的

には株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。

　しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大規

模買付提案又はこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しております。これら株式の大規模買付提案

の中には、濫用目的によるものや、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの等、企業価

値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。

　当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、企業価値のさまざま

な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の

利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならないと考えております。従いまして、企業価値ひいて

は株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又はこれに類似する行為を行う者は、

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。

② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み

当社では、多くの投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益を向上させるための取り組みとして、次の施策を実施しております。これらの取り組み

は、会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。

(a）「中期経営計画」による企業価値向上への取り組み

当社は、昭和38年の設立以来、常にお客様第一に徹し、フードビジネス業界に向けて、最適な製品・サー

ビスを提供し、最高のお客様満足を得られるように努めてまいりました。外食・中食・食品製造業等の

フードビジネス業界の経営環境は、消費者のライフスタイルの変化やニーズの多様化・高度化により、厳

しさを増しております。そうした中で、当社は、外食店、ホテル・旅館、食品加工工場等を営まれるお客様

に対して、ニーズに合致した高品質の製品の提供に加え、製品とノウハウを組み合わせたシステムの提案

・提供を行っております。

また、当社では、経営理念を「四者共栄」と定め、高品質・高使用価値の製品・サービスをフードビジ

ネス業界に提供することを通じ、「取引先とユーザー」のお役に立ち、「株主と会社」に利益をもたら

し、「社員とその家族」を幸せにすると同時に、「地域社会」に貢献し、社会に信頼され、発展する企業を

目指しております。なお、当社は、早くから環境に配慮したモノづくりを行ってまいりました。環境重視の

この考えは、製造現場の工場に至るまで徹底しております。

　当社は、企業価値の向上を図るため、平成19年度を初年度とした中期経営計画「ＮＩＰ Ｑ」（

Niitaka Innovation Plan Ｑ）を推進しております。

　中期経営計画においては、当社を取り巻く経営環境が、企業間競争の激化、顧客ニーズの高度化等によ

り、一層厳しくなっている中、「質を強化し、質から量への転換を図る」をメインテーマとし、（ⅰ）製品

力の強化 (ⅱ)競争力の強化 （ⅲ）組織力の強化 （ⅳ）事業範囲の拡大を基本方針に掲げております。

あらゆる業務の「質」向上を追求して製品企画・開発力、営業力、生産性を高め、業界No.1の高品質・高コ

ストパフォーマンスの製品・サービスを提供することを至上命題とし、さらなる企業価値向上に取り組

んでまいります。

(b）コーポレートガバナンスを強化するための取り組み

当社は、継続的に企業価値を高めることを目指し、コーポレートガバナンスを強化し、経営効率の向上

及び経営の健全性の向上に努めております。

当社は、監査役制度を採用しております。取締役会、監査役会、監査法人、監査室、内部通報制度及びＣＳ

Ｒ委員会を設置し、各組織機関が相互に連繋し、内部統制システムが有効となるよう努めております。

　取締役会は原則として１ヶ月に１回開催（監査役も毎回出席）し、取締役会規程に定められた詳細な付

議事項について充分な審議を行っております。

当社はこれらの取り組みとともに株主の皆様をはじめ従業員、取引先等ステークホルダーとの信頼関

係をより強固なものにし、企業価値の安定的向上を目指してまいります。
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③ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止するための取組み 

当社は、平成19年７月23日開催の当社取締役会において、会社法施行規則第127条に定める「当社の財務

及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」（以下「会社の支配に関する基本方針」

といいます。）を決定（平成20年７月24日取締役会にて一部改訂）するとともに、会社の支配に関する基本

方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取り組みとして当社株式の大規模買付行為に関する対応策（以下「本対応策」といいます。）を決定いた

しました。本対応策につきましては、平成19年８月24日開催の第45回定時株主総会で承認されています。

その概要は以下のとおりです。

(a）当社株式の大規模買付行為等

本対応策における当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とする

ことを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上と

なる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。

(b）大規模買付ルールの概要

大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役

会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始するというものです。

(c）大規模買付行為がなされた場合の対応

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対で

あったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の

皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

ただし、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為

が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取

締役会が判断した場合には、対抗措置をとることがあります。

(d）対抗措置の合理性及び公正性を担保するための制度及び手続

対抗措置を講じるか否かについては、取締役会が最終的な判断を行いますが、本対応策を適正に運用

し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するた

め、独立委員会を設置することといたしました。

対抗措置をとる場合、その判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会は対抗措置の発動に先

立ち、独立委員会に対して対抗措置の発動の是非について諮問し、独立委員会は対抗措置の発動の是非に

ついて、勧告を行うものとします。

(e）本対応策の有効期間等

本対応策の有効期間は３年間（平成22年８月に開催予定の定時株主総会終結時まで）であり、以降、本

対応策の継続（一部修正したうえでの継続を含む）については３年ごとに定時株主総会の承認を得るこ

ととします。

　ただし、有効期間中であっても、株主総会又は取締役会の決議により本対応策は廃止されるものとしま

す。

④ 上記取組みが会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組みは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向

上させるための施策であり、まさに会社の支配に関する基本方針に沿うものであります。

　また、本対応策は、（ⅰ）買収防衛策に関する指針の要件を充足していること（ⅱ）株主共同の利益の確

保・向上の目的をもって導入されていること（ⅲ）合理的な客観的発動要件を設定していること（ⅳ）独

立性の高い社外者の判断を重視するものであること（ⅴ）株主意思を重視するものであること（ⅵ）デッ

ドハンド型やスローハンド型ではないこと等、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいて

は株主共同の利益に合致し、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

（注）１．デッドハンド型買収防衛策　取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお発動を阻止できない買収防衛策

２．スローハンド型買収防衛策　取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間

を要する買収防衛策
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　(4）研究開発活動

当第２四半期会計期間における、研究開発費は68,980千円であります。

なお、当第２四半期会計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画は次のとおりであります。

事業所名 所在地 設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手及び完了予定年月
完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円) 着手 完了

　びわ湖工場
滋賀県

犬上郡多賀町

生産制御

システム更新
70 － 　借入金

平成20年

　11月

平成21年

　８月

能力は維持

されます

　（注）上記金額には、消費税等は含んでおりません。　

　当第２四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、拡充について重要な変

更があったものは、次のとおりであります。

　当社つくば工場の固形燃料包装ラインを拡充する計画については、完成予定年月を平成20年10月から平成21年１

月に変更しております。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種　　　　　類 発行可能株式総数（株）

普　通　株　式 16,900,000

計 16,900,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現在発
行数(株)
（平成20年11月30日）

提出日現在発行数(株)
（平成21年１月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,943,052 5,943,052
東京証券取引所

（市場第二部）

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式

計 5,943,052 5,943,052 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年９月１日～　
－ 5,943,052 － 585,199 － 595,337

平成20年11月30日
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年11月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株
式総数に
対する所
有株式数
の割合
（％）

　株式会社ナイスエージェンシー 　大阪市淀川区新高１丁目８-10 1,185 19.95

　ニイタカ社員持株会 　大阪市淀川区新高１丁目８-10 519 8.74

　森田　千里雄 　神戸市東灘区 171 2.89

　日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 　東京都中央区晴海１丁目８-11 135 2.28

　阪本薬品工業株式会社 　大阪市中央区淡路町１丁目２-６ 110 1.87

　大日製罐株式会社 　埼玉県鴻巣市箕田字吉右エ門3132番地 110 1.87

　中西　徳美 　大阪市城東区 100 1.68

　株式会社商工組合中央金庫 　東京都中央区八重洲２丁目10-17 85 1.44

　つくしの会持株会 　大阪市淀川区新高１丁目８-10 83 1.41

　ニイタカ会西日本持株会 　大阪市淀川区新高１丁目８-10 83 1.40

計 － 2,587 43.53

　（注）日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式は、信託業務に係るものであります。
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（６）【議決権の状況】

　

①【発行済株式】

　 平成20年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 37,900 －

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,881,900 58,808 同上

単元未満株式 普通株式 23,252 － 同上

発行済株式総数  5,943,052 － －

総株主の議決権 － 58,808 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,100株含まれておりますが、当該株

式の議決権11個は含まれておりません。

②【自己株式等】

　  平成20年11月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ニイタカ
大阪市淀川区新高

一丁目８番10号
37,900 －　 37,900 0.64

計 － 37,900 　－ 37,900 0.64

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
６月

７月 ８月 ９月 10月 11月

最高（円） 749 755 735 758 735 750

最低（円） 677 691 682 698 546 672

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期会計期間（平成20年９月１日から平成20

年11月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成20年６月１日から平成20年11月30日まで）に係る四半期財務諸

表について、ペガサス大和監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に

重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

　

資産基準 　1.8％

売上高基準 　0.0％

利益基準 　0.0％

利益剰余金基準 　0.0％
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１【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 ※3
 2,714,144

※3
 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） ※1
 2,779,220

※1
 2,863,590

土地 1,995,389 1,995,389

その他（純額） ※1
 1,677,129

※1
 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

EDINET提出書類

株式会社ニイタカ(E00890)

四半期報告書

15/26



（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

法人税等 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

法人税等 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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【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】

　
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）

会計処理基準に関する事項の

変更

　

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

の変更

たな卸資産

　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、当第２四半期累計期間の営

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。

（２）リース取引に関する会計基準の適用

　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。

　なお、当該変更による損益に与える影響

はありません。

EDINET提出書類

株式会社ニイタカ(E00890)

四半期報告書

19/26



【簡便な会計処理】

　
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）

１．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。

２．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。　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　
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）

税金費用の計算 　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。

【追加情報】

　
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）

有形固定資産の耐用年数の変

更

　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、当第２四半期累計期間

の営業利益、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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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

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
（平成20年５月31日）

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、7,172,175千円で　　　

　あります。　　

　２.偶発債務

(1)　当社は、子会社であります福建新拓高日用化学品有

限公司の円滑な設備投資を支援するため、同社の設

備購入代金支払債務に対し、次の債務保証枠を設定

しております。

なお、人民元建契約の円建記載は第２四半期末日

現在の為替レートにて換算したものであります。

   ①　人民元建契約
　　　保証極度額　　 111,920千円　　　　 （800万元）
　　　保証債務残高　　82,752千円　　 　　（591万元）
　　　差引額　　　　　29,167千円　　　　 （208万元）

　   ②　円建契約
　　　保証債務残高　　11,479千円

(2)　当社は、債権管理事務のアウトソースを目的とし

て、食器洗浄機に係るレンタル債権の一部をリース

会社に売却いたしましたが、当該債権に関する買戻

義務49,705千円を有しております。

※３.期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当第２四半期会

計期間の末日が金融機関の休日であったため、次の期

末日満期手形が期末残高に含まれております。　

　受取手形・・・76,670千円

　

　

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、6,899,759千円であ

ります。

　２．偶発債務

当社は、子会社であります福建新拓高日用化学品有限

公司の円滑な設備投資を支援するため、同社の設備購入

代金支払債務に対し、次の債務保証枠を設定しておりま

す。

なお、保証契約は人民元建ての契約であり、円建ての

記載は期末日現在の為替レートにて換算したものであ

ります。

　
    　保証極度額　　　76,200千円　　　　（500万元）
　　　保証債務残高　　　　－千円　　 　　（－万元）
　　　差引額　　　　　76,200千円　　　　（500万元）

     
      

 

 

 

 

※３.期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。なお、当事業年度の末日

が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。

　受取手形・・・74,018千円
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（四半期損益計算書関係）

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）

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

従業員給料及び賞与　　　　　　 　 366,937千円

退職給付費用　　　　　　　 　 　　 22,254千円

役員退職慰労引当金繰入額　　　    　4,644千円

運賃　　　　　　　　              367,259千円　　　

　

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）

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

従業員給料及び賞与　　　　　　　  180,844千円

退職給付費用　　　　　　　 　　　  11,127千円

役員退職慰労引当金繰入額　　　　　  2,322千円

運賃　　　　　　　　　　      　　190,795千円

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※　 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照

表に記載されている科目の金額との関係

　　　　　　　　　　　　（平成20年11月30日現在）
　現金及び預金勘定　　　　　　　　　　　763,753千円
　預金期間が３ヶ月を超える定期預金　　△100,000千円
  現金及び現金同等物　　　　　　　　  　663,753千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期会計期間末（平成20年11月30日）及び当第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）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  5,943,052株

２．自己株式の種類及び株式数

普通株式  37,927株

３．新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。　

４．配当に関する事項

（１）配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年７月24日

取締役会
普通株式 53,147 9.00  平成20年５月31日  平成20年８月27日

利益剰余

金

（２）基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末後

になるもの

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成20年12月26日

取締役会
普通株式 53,146 9.00  平成20年11月30日  平成21年２月13日

利益剰余

金

（有価証券関係）

　会社の事業の運営において重要性に乏しいため記載しておりません。 

　

（デリバティブ取引関係）

　当社のデリバティブ取引は、複合金融商品に組み込まれたもののみであり、また、それらは金融資産と一体として

会計処理されているため、事業の運営において重要なものではありません。

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

　

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

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
（平成20年５月31日）

１株当たり純資産額 945.62円 １株当たり純資産額 955.29円

２．１株当たり四半期純利益金額

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）

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）

１株当たり四半期純利益金額 3.35円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 6.14円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
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）

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）

四半期純利益（千円） 19,767 36,267

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期利益（千円） 19,767 36,267

期中平均株式数（株） 5,905,201 5,905,158

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　平成20年12月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・53,146千円

　（ロ）１株あたりの金額・・・・・・・・・・・・・・９円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生及び支払開始日・・・・・・平成21年２月13日

　（注）平成20年11月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成21年１月13日

株式会社ニイタカ

取締役会　御中

ペガサス大和監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 薩摩　嘉則　　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 河崎　　毅　　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ニイタカの

平成20年６月１日から平成21年５月31日までの第47期事業年度の第２四半期会計期間（平成20年９月１日から平成20年11

月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年６月１日から平成20年11月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、

四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することに

ある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニイタカの平成20年11月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２

四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　以下の事項が、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ている。

(1) 当第1四半期累計期間より棚卸資産の評価に関する会計基準を適用している。

(2) 当第1四半期累計期間よりリース取引に関する会計基準及びリース取引に関する会計基準の適用指針を適用してい

る。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）　１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２　四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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