
平成１９年３月期 決算説明資料

株式会社 ニッピ



決算概況
○平成１９年３月期の総括

・コラーゲン・ケーシング輸出好調
・医薬・健康食品用ペプタイド好調
・化粧品、リンカー堅調
・ソフトカプセル用ゼラチン低迷、写真用ゼラチン需要減
・原油などエネルギーコスト/原材料価格高騰等による製造コスト増

（トピックス）
・平成19年3月、東京工場の皮革の量産を中止
・早期退職を募集（64名応募）
・平成19年4月2日付、当社皮革関連製品の販売事業と株式会社藤田商店の皮革製品の仕入販売事
業を会社分割（新設分割）し、共同して「株式会社ニッピ・フジタ」を新設、同事業を承継

（単体） 前期比 （連結） 前期比

・売上高 26,613百万円 ＋ 3.9％ ・売上高 36,008百万円 △21.8％

・営業利益 515百万円 △21.4％ ・営業利益 974百万円 △16.9％

・経常利益 426百万円 16.7％ ・経常利益 164百万円 △79.7％

・当期純利益 △715百万円 ― ・当期純利益 △1,696百万円 ―



○セグメント別分析 皮革事業

・国内市場全体の縮小傾向が顕著
・原皮等原材料価格の高騰による製造コスト増
・平成19年３月東京工場の皮革の量産を中止
・皮革事業を中心に早期退職を募集（応募64名）

平成１９年３月期（当期） 平成１８年３月期（前期） 前期比

売上高 ９，３７１百万円 ８，９２９百万円

１百万円

＋4.9％

営業利益 △５３百万円 ―



○セグメント別分析 非皮革事業

○ゼラチン部門・・・苦戦
・販路の拡大、新製品の市場開拓に注力
・ソフトカプセル業界の低迷、写真用ゼラチンの需要減

○ペプタイド部門・・・好調
・医薬・健康食品・機能食品原料等好調に推移

○コラーゲン・ケーシング部門・・・堅調
・中国からの輸入低価格ソーセージの増加により国内市場は厳しいが、

輸出は好調
○コラーゲン化粧品部門・・・堅調

・同業他社間の競争の熾烈さ増す
・サプリメント市場全体の好調を背景に「コラーゲン１００」による

新規顧客獲得に注力

平成１９年３月期（当期） 平成１８年３月期（前期） 前期比

売上高 １８，４６３百万円 １８，０２２百万円

９０８百万円

＋2.4％

営業利益 １，１２３百万円 ＋23.7％



○セグメント別分析 その他の事業

○リンカー部門・・・堅調
・前年並みに推移

○不動産開発・・・暫定利用推進中
・保有不動産の有効活用（フットサルコート、店舗、駐車場、事務所賃貸事業）

平成１９年３月期（当期） 平成１８年３月期（前期） 前期比

売上高 ８，１７３百万円 １９，１０９百万円

１，２３１百万円

＋57.2％

営業利益 １，１３９百万円 △7.4％



損益計算書（連結）

平成１９年３月期（当期） 平成１８年３月期（前期） 前期比

○売上高 ３６，００８百万円 ４６，０６１百万円

１，１７１百万円

８０９百万円

1.8％

1.4％

９３１百万円

6.2％

△21.8％

○営業利益 ９７４百万円 △16.9％

○経常利益 １６４百万円 △79.7％

売上高経常利益率 0.5％ △1.3P

総資本経常利益率 0.3％ △1.1P

○当期純利益 △１，６９６百万円 ー

自己資本当期純利益率 ー ー



セグメント別連結売上構成比

平成19年3月期 平成18年3月期

皮革事業26％その他23％

非皮革事業
51％

皮革事業20％
その他41％

非皮革事業
39％



主要経営指標等推移（連結）

平成１７年３月期 平成１８年３月期 平成１９年３月期

売上高 （百万円） ４３，１１９ ４６，０６１ ３６，００８

営業利益 （百万円） １，８１０ １，１７１ ９７４

経常利益 （百万円） １，４２７ ８０９ １６４

当期純利益 （百万円） ７６９ ９３１ △１，６９６

純資産額 （百万円） １４，２３５ １５，７９７ １５，３９７

総資産額 （百万円） ５６，７１０ ５６，１７８ ５５，９６１

１株当り純資産額（円） １，６８４．６２ １，８７１．０９ １，３３１．８２

１株当り当期純利益（円） ８５．０７ １０３．７８ △１６８．７４

自己資本当期純利益率

（％）
５．５１ ６．２０ ー



利益推移（連結）
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貸借対照表（連結）

平成１９年３月期（当期） 平成１８年３月期（前期）

流動資産 １９，９０５百万円 １６，５４６百万円

固定資産 ３６，０１１百万円 ３９，５８９百万円

流動負債 ２２，５３５百万円 １９，２４３百万円

固定負債 １８，０２８百万円 ２０，８００百万円

純資産額 １５，３９７百万円 １５，７９７百万円

総資産額 ５５，９６１百万円 ５６，１７８百万円

自己資本比率 ２６．９％ ２８．１％



連結貸借対照表補足説明

「資産の部」は、2億1,700万円減少。
「流動資産」は、33億5, 900万円増加。

「流動資産」のうち、「当座資産」は、104億200万円で
18億7,300万円増加。
「たな卸資産」は、1億2,100万円減少。

「固定資産」は、35億7,800万円減少。
「有形固定資産」は、本社の土地売却、皮革生産設備の除却
などで、20億2,700万円減少。

「投資その他の資産」は、15億2,700万円減少。

「負債の部」は、5億2,000万円増加。
「流動負債」は、支払手形や退職金の未払いなどで32億9,200万円
増加。
「固定負債」は、長期借入金の減少などで27億7,200万円減少。



損益計算書（単体）

平成１９年３月期（当期） 平成１８年３月期（前期） 前期比

○売 上 高 ２６，６１３百万円 ２５，６１５百万円 ＋3.9％

○営業利益 ５１５百万円 ６５５百万円 △21.4％

○経常利益 ４２６百万円 ３６５百万円 ＋16.7％

売上高経常利益率 1.6％ 1.4％ ＋0.2P

総資本経常利益率 0.8％ 0.7％ ＋0.1P

○当期純利益 △７１５百万円 ４０２百万円 ―

自己資本当期純利益率 ー 2.7％ ―



部門別売上構成比

平成19年3月期 平成18年3月期

皮革23％化粧品14％

コラーゲン
ケーシング

28％

ゼラチン

ペプタイド25％

その他
10％ 皮革23％

ゼラチン

ペプタイド25％

コラーゲン
ケーシング

27％

化粧品15％

その他
10％



主要経営指標等推移（単体）

平成１７年３月期 平成１８年３月期 平成１９年３月期

売上高 （百万円） ２４，５４６ ２５，６１５ ２６，６１３

営業利益 （百万円） １，１６１ ６５５ ５１５

経常利益 （百万円） ７８７ ３６５ ４２６

当期純利益 （百万円） ６０６ ４０２ △７１５

純資産額 （百万円） １４，７４０ １５，５０３ １４，２０４

総資産額 （百万円） ５３，８９４ ５２，９８９ ５０，４８１

１株当り純資産額（円） １，２３０.６９ １，２９４．９５ １,１８６．５９

１株当り当期純利益（円） ４７．７９ ３０．５４ △６０．３３

自己資本当期純利益率

（％）
４．１８ ２．６６ ー



利益推移 （単体）
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貸借対照表（単体）

平成１９年３月期（当期） 平成１８年３月期（前期）

流動資産 １４，０４４百万円 １２，６３３百万円

固定資産 ３６，３９３百万円 ４０，３１３百万円

流動負債 １８，７０６百万円 １７，３４１百万円

固定負債 １７，５７０百万円 ２０，１４４百万円

純資産額 １４，２０４百万円 １５，５０３百万円

総資産額 ５０，４８１百万円 ５２，９８９百万円

自己資本比率 ２８．１％ ２９．３％



単体貸借対照表補足説明

「流動資産」は、14億1,100万円増加。

「現金預金」などの「当座資産」は、13億6,300万円増加。

「たな卸資産」は、７億4,000万円減少。

「未収入金」は、土地売却代金の未回収などで８億4,000万円

増加。

「固定資産」は、39億1,900万円減少。

「有形固定資産」は、本社の土地売却、皮革生産設備の除却

などで、20億1,200万円減少。

「投資その他の資産」は、19億800万円減少。

「負債の部」は、12億900万円減少。

借入債務は、長・短借入金、社債あわせて21億7,900万円

減少。



業績予想（連結）
（平成１９年５月２３日現在予想）

平成１９年９月期（中間） 平成２０年３月期（通期）

○売上高 １８，０００百万円 ３９，２００百万円

○経常利益 ５８０百万円 １，２００百万円

○当期純利益 ３００百万円 ６００百万円

○一株当たり

予想当期純利益 ５８円６７銭



業績予想（単体）
（平成１９年５月２３日現在予想）

平成１９年９月期（中間） 平成２０年３月期（通期）

○売上高 １１，０００百万円 ２３，０００百万円

○経常利益 ４２０百万円 ９００百万円

５４０百万円○当期純利益 ２５０百万円

○一株当たり

予想当期純利益 ４５円００銭



確かな技術に裏づけされた高品質商品のサプライヤーとして確かな技術に裏づけされた高品質商品のサプライヤーとして

お客様の満足いく商品開発に努め、お客様の満足いく商品開発に努め、

業界のリーダーとして社会貢献を果たしてまいります。業界のリーダーとして社会貢献を果たしてまいります。

株式会社株式会社 ニッピニッピ
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