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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48期
第１四半期
累計(会計)期間

第49期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第48期

会計期間
自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日

自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日　

自　平成21年６月１日
至　平成22年５月31日

売上高（千円） 2,898,677 2,849,000 12,017,120

経常利益（千円） 187,690 90,305 1,019,995

四半期（当期）純利益（千円） 111,058 49,012 394,015

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） 5,733,703 5,965,995 5,948,413

総資産額（千円） 12,124,081 12,237,253 12,677,471

１株当たり純資産額（円） 970.98 1,004.63 1,007.36

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 18.81 8.30 66.73

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） － － 18.0

自己資本比率（％） 47.3 48.5 46.9

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
314,321 △227,381 1,756,704

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
16,634 △124,726 △428,587

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
11,742 △103,387 △398,496

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円）
926,060 1,074,724 1,512,860

従業員数（人） 182 219 188

　（注）１．第48期は連結財務諸表を作成していないため、第48期第１四半期連結累計（会計）期間及び第48期連結会計

年度に代えて、第48期第１四半期累計（会計）期間及び第48期事業年度について記載しております。

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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、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。

 

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。なお、当社は当第１四半期連結会計期

間より連結財務諸表を作成しており、その作成範囲となる関係会社は以下の通りです。

名称 住所 資本金
主要な事業の

内容

議決権の所有割合

又は被所有割合（％）
関係内容

（連結子会社）

福建新拓高日用

化学品有限公司

中華人民

共和国

（福清市）　

1,600万元
固形燃料の

製造販売
75

役員の兼任３名

資金の援助　あり

営業上の取引　あり

設備の賃貸借　なし　

 

４【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

　 平成22年８月31日現在

従業員数（人） 219 (65)

　　（注）従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

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。

　

（２）提出会社の状況

 平成22年８月31日現在

従業員数（人） 191 (64)

　　（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】

前第１四半期会計期間は連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期との比較分析は行っておりません。

なお当社グループは、フードサービス業界向け化成品事業の単一セグメントのため、セグメント区分に変えて品目

別で記載しております。

（１）生産実績

当第１四半期連結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１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

前年同期比（％）

自社製造品（千円） 1,164,746 －

（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１四半期連結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１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

前年同期比（％）

仕入商品等（千円） 648,646 －

（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１四半期連結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１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

前年同期比（％）

自社製造品（千円） 2,110,031 －

仕入商品等（千円） 738,968 －

合計（千円） 2,849,000 －

（注）１．当第１四半期連結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。

 

２【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　
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３【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、海外の新興市場に向けた輸出や政府の経済対策の継続効果

などから、企業業績の改善が一部に見られましたが、全般的には需要不足のもと、物価の低下や雇用不安が続き、

厳しいものとなりました。

このような環境下、当社グループは引き続き、コストパフォーマンスの高い主力製品の販売に注力し、売上拡大

に努めました。その結果、主力製品には一定の伸びがあったものの、前年同期に発生した新型インフルエンザの流

行に伴う、消毒用アルコール製剤の特需が剥落したため、当第１四半期連結会計期間における売上高は、2,849百

万円となりました。

一方、利益につきましては、引き続き製品構成の変更などの施策を進めましたが、売上高減少の影響に加え、将

来への投資としての人員増及び社会保険料の負担増等による人件費の上昇などが影響し、営業利益は94百万円、

経常利益は90百万円、四半期純利益は49百万円となりました。

　　（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、前年同四半期増減率は記載しておりませ

ん。以下（３）キャッシュ・フローの状況まで同じ。

　

（２）財政状態

　
当第１四半期

連結会計期間末　

総資産（百万円）　 12,237　

純資産（百万円）　 5,965　

自己資本（百万円）　 5,932

自己資本比率　 48.5%

１株当たり純資産（円）　 1,004.63　

 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は12,237百万円、純資産は5,965百万円、自己資本（純資産から少

数株主持分を除いたもの）は5,932百万円となり、自己資本比率は48.5％となりました。また、１株当たり純資産

は、1,004円63銭となりました。

当第１四半期連結会計期間末においては、主には納税のために現預金（流動資産）、未払法人税等（流動負

債）が減少しております。

固定資産、固定負債につきましては、特記すべき事項はございません。

純資産につきましては、四半期純利益により増加しましたが、配当金の支払いがありましたため、ほぼ横ばいと

なりました。

　

（３）キャッシュ・フローの状況

（単位：百万円）　

　
当第１四半期

連結会計期間　

　営業活動によるキャッシュ・フロー △227　

　投資活動によるキャッシュ・フロー 　△124

財務活動によるキャッシュ・フロー 　△103

　現金及び現金同等物の増減 　△456

　現金及び現金同等物の四半期末残高 　1,074
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当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、主には法人税等の支払により営業キャッ

シュ・フローがマイナスとなりました。現金及び現金同等物（以下「資金」という）の四半期末残高は、1,074百

万円となりました。

　

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況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、使用した資金は227百万円となりました。主な増加項目は、税金等調整前四半期純利益85百万

円、資金流出を伴わない減価償却費の計上172百万円及び仕入債務の増加額99百万円であります。また主な減少項

目は、売上債権の増加額54百万円、未払金及び未払費用の減少額158百万円及び法人税等の支払369百万円であり

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124百万円となりました。主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出103

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103百万円となりました。主な増加項目は、短期借入れによる収入90百万円で

あります。また主な減少項目は、長期借入金の返済による支出95百万円、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44百万円であります。　

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ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

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。

一方、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、一概に否定されるものではなく、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、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のあるものも想定されます。

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の概要

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資いただくため、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、以下の施策を実施しております。　

イ.「中期経営計画」による企業価値向上への取り組み

外食・中食、産業給食、食品工場等を合わせたフードビジネス業界は、消費者のライフスタイルの変化やニー

ズの多様化により、競争が激化しております。そうした中で、当社は、外食店、ホテル・旅館、食品工場などを営

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開発・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23年５月期を２年目とする中期経営計画「ＮＩＰ ＱⅡ」（Ｎ

iitaka Ｉnnovation Ｐlan ＱⅡ）を推進しております。

中期経営計画においては「『三方良し』の製品・サービスで食の安全・安心に貢献する質の高い企業を目

指す」を基本方針とし、(イ)シェア拡大と利益確保 (ロ)競争力の強化 (ハ)企業体質の強化 (ニ)新規事業の

推進を基本課題に掲げております。買い手（販売店、ユーザー）と世間（社会、環境）のお役に立つ製品とサー

ビスを提供することは売り手（当社）にも利益をもたらします。社会に必要とされる企業としてあり続ける努

力を重ね、さらなる企業価値向上に取組んでまいります。
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ロ．コーポレート・ガバナンスに関する取り組み

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、監査室の各機関が相互に連携する体

制を確保することはもとより、ＣＳＲ委員会を設置し、コンプライアンスの徹底及びリスク管理の充実を図る

ほか、年次で策定する監査計画に沿って内部統制監査を実施し、業務全般における内部統制が有効となるよう

努めております。

当社取締役会は、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。

　

③ 会社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

とを防止する取り組み

当社は上記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（買収防衛策）」（以下「本プラン」とい

います。）を導入しております。

本プランでは、当社株式に対し20％以上の大規模買付行為（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如

何を問わないものとし、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。）を行おうとする者（以下「大規

模買付者」といいます。）が大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール（以

下「大規模買付ルール」といいます。）を定めております。大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行

為に応じるか否かを判断されるために必要な情報や、当社取締役会の意見を提供し、さらには当社株主の皆様が

当社取締役会の代替案の提示をお受けいただく機会を確保することを目的としております。当社取締役会は、大

規模買付者に対し、大規模買付行為についての評価・検討に必要かつ十分な情報を当社取締役会に提供すること

を要請し、当該情報の提供完了後、大規模買付行為の評価・検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意

見形成や必要に応じ代替案の策定を行い、公表することとしております。したがいまして、大規模買付行為は、取

締役会の評価・検討の期間の経過後にのみ開始されるものとします。大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守

した場合は、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損する

ことが明白と判断される場合を除き、対抗措置をとりません。ただし、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守

しなかった場合、遵守しても大規模買付行為が当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判断される場合には、当社取締役会は、当社企業価値ひいては株主共同の利益

を守ることを目的として、必要性・相当性の範囲で会社法その他の法律及び当社定款が認める対抗措置をとり、

大規模買付行為に対抗することがあります。

本プランは、平成22年８月の当社第48回定時株主総会において株主の皆様にご承認をいただき継続しており、

その有効期限は平成25年８月に開催予定の当社定時株主総会終結時までとなっております。

　

④ 本プランが、基本方針に沿うものであり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうものではなく、当社

役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

上記②の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、上記③の本プランは、(イ)買収防衛策に関する指針（注１）の要件を充足していること(ロ)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(ハ)合理的な客観的発動要件の設定をしていること(ニ)

独立性の高い社外者の判断の重視と透明な運営が行われる仕組みが確保されていること(ホ)株主意思を重視す

るものであること(ヘ)デッドハンド型買収防衛策（注２）やスローハンド型買収防衛策（注３）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。
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（注）１．「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」（平成17年５月27日　

　経済産業省・法務省）を指します。

２．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

３．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

 
（５）研究開発活動

当第１四半期連結会計期間における、研究開発費は78,658千円であります。

なお、当第１四半期連結会計期間において、当社グループ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１四半期連結会計期間において、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１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設計画はありません。
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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１四半期会計期間末現在発
行数(株)
（平成22年８月31日）

提出日現在発行数(株)
（平成22年10月15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

なる株式であり、

単元株式数は100

株であります。

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）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　　　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【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22年６月１日～

平成22年８月31日
－ 5,943,052 － 585,199 － 595,337

 

（６）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期連結会計期間において、大株主の異動は把握してお

りません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成22年５月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

  平成22年８月31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 38,100 －

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 5,884,500 58,845 同上

単元未満株式 普通株式 20,452 － 同上

発行済株式総数 　 5,943,052 － －

総株主の議決権 － 58,845 －

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、名義人以外から株券喪失登録のある株式が100株含まれております。ま

た、「議決権の数」欄には、名義人以外から株券喪失登録のある株式に係る議決権の数１個が含まれております。

 

②【自己株式等】

  平成22年８月31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
38,248 - 38,248 0.64

計 － 38,248 - 38,248 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22年
６月

７月 ８月

最高（円） 920 910 900

最低（円） 871 850 852

（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】

１．四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の作成方法について

（１）当社の四半期連結財務諸表は、「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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　

（２）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。

　

（３）前第１四半期会計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21

年６月１日から平成21年８月31日まで）は四半期連結財務諸表を作成していないため、前第１四半期連結会計期間

（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21

年８月31日まで）に係る四半期連結損益計算書並びに前第１四半期連結累計期間（平成21年６月１日から平成21

年８月31日まで）に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書に代えて、前第１四半期会計期間（平成21年６月１

日から平成21年８月31日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）に係

る四半期損益計算書並びに前第１四半期累計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）に係る四半期

キャッシュ・フロー計算書を記載しております。

（４）前連結会計年度（平成21年６月１日から平成22年５月31日まで）は連結財務諸表を作成していないため、前連

結会計年度（平成21年６月１日から平成22年５月31日まで）に係る要約連結貸借対照表に代えて、前事業年度（平

成21年６月１日から平成22年５月31日まで）に係る要約貸借対照表を記載しております。

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、前第１四半期会計期間（平成21年６月１日から平成

21年８月31日まで）及び前第１四半期累計期間（平成21年６月１日から平成21年８月31日まで）に係る四半期財

務諸表並びに当第１四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）及び当第１四半期連結

累計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、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。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】
【当第１四半期連結会計期間末】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,074,724

受取手形及び売掛金 2,524,141

有価証券 4,185

商品及び製品 517,940

仕掛品 38,266

原材料及び貯蔵品 273,432

その他 166,327

貸倒引当金 △1,764

流動資産合計 4,597,253

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 2,887,956

土地 1,995,389

その他（純額） ※1
 1,397,565

有形固定資産合計 6,280,911

無形固定資産 205,074

投資その他の資産

その他 1,239,965

貸倒引当金 △85,952

投資その他の資産合計 1,154,013

固定資産合計 7,639,999

資産合計 12,237,253

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,012,237

ファクタリング債務 1,375,783

短期借入金 540,000

未払法人税等 40,713

その他 1,090,526

流動負債合計 4,059,260

固定負債

長期借入金 595,290

退職給付引当金 942,943

役員退職慰労引当金 162,120

その他 511,644

固定負債合計 2,211,997

負債合計 6,271,258
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 585,199

資本剰余金 595,337

利益剰余金 4,851,385

自己株式 △49,552

株主資本合計 5,982,370

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △23,075

為替換算調整勘定 △27,136

評価・換算差額等合計 △50,211

少数株主持分 33,836

純資産合計 5,965,995

負債純資産合計 12,237,253
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【前事業年度末】
（単位：千円）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,512,860

受取手形及び売掛金 2,469,350

有価証券 4,673

商品及び製品 537,696

仕掛品 29,715

原材料及び貯蔵品 260,037

その他 161,229

貸倒引当金 △1,787

流動資産合計 4,973,775

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 2,680,101

土地 1,995,389

その他（純額） ※1
 1,503,287

有形固定資産合計 6,178,778

無形固定資産 166,465

投資その他の資産

その他 1,443,135

貸倒引当金 △84,684

投資その他の資産合計 1,358,451

固定資産合計 7,703,695

資産合計 12,677,471

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 899,666

ファクタリング債務 1,384,346

短期借入金 450,000

未払法人税等 380,500

その他 1,323,474

流動負債合計 4,437,988

固定負債

長期借入金 690,820

退職給付引当金 944,457

役員退職慰労引当金 158,136

その他 497,655

固定負債合計 2,291,069

負債合計 6,729,057
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（単位：千円）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 585,199

資本剰余金 595,337

利益剰余金 4,841,692

自己株式 △49,437

株主資本合計 5,972,792

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △24,378

評価・換算差額等合計 △24,378

純資産合計 5,948,413

負債純資産合計 12,677,471
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（２）【四半期連結損益計算書】
【前第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31日)

売上高 2,898,677

売上原価 1,757,547

売上総利益 1,141,129

販売費及び一般管理費 ※
 953,397

営業利益 187,732

営業外収益

受取利息 316

受取配当金 1,780

受取補償金 1,735

その他 3,186

営業外収益合計 7,019

営業外費用

支払利息 5,277

その他 1,783

営業外費用合計 7,060

経常利益 187,690

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,217

特別利益合計 5,217

特別損失

たな卸資産評価損 6,123

その他 359

特別損失合計 6,482

税引前四半期純利益 186,425

法人税、住民税及び事業税 75,366

法人税等合計 75,366

四半期純利益 111,058
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【当第１四半期連結累計期間】
（単位：千円）

当第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)

売上高 2,849,000

売上原価 1,763,556

売上総利益 1,085,443

販売費及び一般管理費 ※
 990,989

営業利益 94,454

営業外収益

受取利息 333

受取配当金 2,149

その他 3,690

営業外収益合計 6,173

営業外費用

支払利息 5,704

投資事業組合運用損 2,703

その他 1,914

営業外費用合計 10,322

経常利益 90,305

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

法人税等合計 40,439

少数株主損益調整前四半期純利益 45,400

少数株主損失（△） △3,611

四半期純利益 49,012
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【前第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成21年６月１日
　至　平成21年８月31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 186,425

減価償却費 152,544

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,437

受取利息及び受取配当金 △2,097

支払利息 5,277

たな卸資産評価損 6,123

売上債権の増減額（△は増加） △3,542

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,261

仕入債務の増減額（△は減少） 85,192

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △41,781

未払消費税等の増減額（△は減少） △33,911

その他 19,335

小計 367,741

利息及び配当金の受取額 2,423

利息の支払額 △5,275

法人税等の支払額 △50,567

営業活動によるキャッシュ・フロー 314,321

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 △58,592

無形固定資産の取得による支出 △21,890

定期預金の払戻による収入 100,000

その他 △2,883

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,634

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） 200,000

長期借入金の返済による支出 △100,480

配当金の支払額 △47,240

リース債務の返済による支出 △40,536

財務活動によるキャッシュ・フロー 11,742

現金及び現金同等物に係る換算差額 △259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 342,438

現金及び現金同等物の期首残高 583,621

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 926,060
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【当第１四半期連結累計期間】
（単位：千円）

当第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)

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 85,840

減価償却費 172,212

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,514

長期前払費用の増減額（△は増加） 4,539

受取利息及び受取配当金 △2,482

支払利息 5,704

為替差損益（△は益） 654

売上債権の増減額（△は増加） △54,791

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,694

その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,846

仕入債務の増減額（△は減少） 99,883

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △158,443

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,455

その他 10,228

小計 145,224

利息及び配当金の受取額 2,482

利息の支払額 △5,704

法人税等の支払額 △369,384

営業活動によるキャッシュ・フロー △227,381

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 △103,057

無形固定資産の取得による支出 △19,121

その他 △2,547

投資活動によるキャッシュ・フロー △124,726

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） 90,000

長期借入金の返済による支出 △95,530

配当金の支払額 △53,144

リース債務の返済による支出 △44,597

その他 △115

財務活動によるキャッシュ・フロー △103,387

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △456,778

現金及び現金同等物の期首残高 1,512,860

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 18,642

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,074,724
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【四半期連結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１四半期連結会計期間（自　平成22年６月１日　至　平成22年８月31日）

当第１四半期連結会計期間は連結初年度にあたるため、該当事項はありません。

　なお、四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項については、「追加情報」に記載しております。　

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

当第１四半期連結会計期間は連結初年度にあたるため、会計基準等の改正に伴う変更はありません。
　

　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31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、当連結会計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。
　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

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。

なお、法人税等調整額は、「法人税等合計」に含めて表示しております。
　

 

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

（「資産除去債務に関する会計基準」等の適用）

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。

なお、これによる当社の損益への影響はありません。
　

（四半期連結損益計算書）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、

当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

　当社は、平成23年５月期第１四半期より、連結財務諸表を作成することとなりました。連結財務諸表作成のため基本と

なる重要な事項は以下の通りであります。
　
１．連結の範囲に関する事項　

　連結子会社の数　１社

　連結子会社名は、福建新拓高日用化学品有限公司であります。
　
２．持分法の適用に関する事項

　該当事項はありません。
　
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社である福建新拓高日用化学品有限公司の決算日は12月31日であります。四半期連結財務諸表の作成にあ

たり、６月30日現在の財務諸表を使用しております。

　なお、四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。
　
４．会計処理基準に関する事項

（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）
　

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、投資事業組合等への出資持分（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。
　
②たな卸資産

製品及び商品・原材料及び貯蔵品・仕掛品

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し

ております。

　

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　７年～50年
　

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づいております。
　

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。　
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年６月１日
至　平成22年８月31日）

（３）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　

②　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計期間末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当四半期連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

会計基準変更時差異、過去勤務債務並びに数理計算上の差異は、発生時に一括して費用処理することとして

おります。
　

（４）その他連結財務諸表作成のための重要な事項　

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
　

５．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。　　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年８月31日）

　

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、8,072,790千円で

あります。

　

２．偶発債務

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

17,396千円を有しております。

　　

 
前事業年度末

（平成22年５月31日）
　

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、7,904,261千円で

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 107,047千円 （800万元）

債務保証残高 58,302千円 （435万元）

差引額 48,745千円 （364万元）

　

　

　

②円建契約 　

債務保証残高 5,739千円
　

　

（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21,853千円を有しております。
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（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31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 203,930千円

退職給付費用 10,452千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,256千円

 　

当第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）

※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 218,883千円

退職給付費用 6,841千円

役員退職慰労引当金繰入額 3,984千円

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31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21年８月31日現在）

 

現金及び預金勘定 926,060千円

現金及び現金同等物 926,060千円

　

 

当第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）

※現金及び現金同等物の四半期末残高と当四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

（平成22年８月31日現在）

 

現金及び預金勘定 1,074,724千円

現金及び現金同等物 1,074,724千円
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（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年８月31日）及び当第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）

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  38,248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

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（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年７月26日

取締役会
普通株式 53,144 9.00 平成22年５月31日 平成22年８月30日利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、フードサービス業界向け化成品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。

（追加情報）

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

20号　平成20年３月21日）を適用しております。

　

（金融商品関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年８月31日）

記載すべき事項はありません。　

　

（有価証券関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年８月31日）

記載すべき事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年８月31日）

当社グループのデリバティブ取引（ヘッジ会計が適用されているものを除く）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）

前第１四半期累計期間（自平成21年６月１日　至平成21年８月31日）

該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成22年６月１日　至平成22年８月31日）

　該当事項はありません。

 

（企業結合関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成22年６月１日　至平成22年８月31日）

該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

当第１四半期連結会計期間末（自平成22年６月１日　至平成22年８月31日）

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１四半期連結会計期間末
（平成22年８月31日）

　

１株当たり純資産額 1,004.63円 　

 

前事業年度末
（平成22年５月31日）

　

１株当たり純資産額 1,007.36円 　

　

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

　

１株当たり四半期純利益金額 18.81円 　

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

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。

 
前第１四半期累計期間
（自　平成21年６月１日
至　平成21年８月31日）

　

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 111,058 　

普通株主に帰属しない金額（千円） － 　

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 111,058 　

期中平均株式数（株） 5,905,093 　

 

当第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）

　

１株当たり四半期純利益金額 8.30円 　

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

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）

　

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 49,012 　

普通株主に帰属しない金額（千円） － 　

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 49,012 　

期中平均株式数（株） 5,904,883 　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

平成22年７月26日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・53,144千円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・９円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・平成22年８月30日　

（注）平成22年５月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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10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21年６月１日から平成22年５月31日までの第48期事業年度の第１四半期累計期間（平成21年６月１日から平成21年８

月31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21年８月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

　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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年10月15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 安原　誠吾　　

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松山　治幸　　

　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22年６月１日から平成23年５月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年６月１日から平成22年

８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年６月１日から平成22年８月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結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連結財務

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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ニイタカ及び連結子会社の平成22年８月31日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

　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　四半期連結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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