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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式がないため潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、記載しておりません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第163期

第３四半期 
連結累計期間

第164期
第３四半期 
連結累計期間

第163期
第３四半期 
連結会計期間

第164期 
第３四半期 
連結会計期間

第163期

会計期間

自 平成21年 
  ４月１日 
至 平成21年 
  12月31日

自 平成22年 
  ４月１日 
至 平成22年 
  12月31日

自 平成21年 
  10月１日 
至 平成21年 
  12月31日

自 平成22年 
  10月１日 
至 平成22年 
  12月31日

自 平成21年
  ４月１日
至 平成22年
  ３月31日

売上高 (百万円) 28,323 29,014 9,352 9,785 37,367 

経常利益 (百万円) 1,189 1,639 382 476 1,357 

四半期(当期)純利益 (百万円) 736 932 210 393 612 

純資産額 (百万円) ─ ─ 15,171 15,703 15,019 

総資産額 (百万円) ─ ─ 55,133 61,953 57,522 

１株当たり純資産額 (円) ─ ─ 1,308.51 1,358.14 1,297.60 

１株当たり四半期 
(当期)純利益 

(円) 65.19 82.62 18.66 34.90 54.25 

潜在株式調整後１株当た
り四半期(当期)純利益 

(円) ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ─ ─ 26.82 24.73 25.46 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 661 1,411 ─ ─ 2,088 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △2,449 △2,716 ─ ─ △2,719

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 312 66 ─ ─ 2,420 

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高 

(百万円) ─ ─ 2,641 4,662 5,907 

従業員数 (名) ─ ─ 548 545 545 
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当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容に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。 

  

当第３四半期連結会計期間における、重要な関係会社の異動はありません。 

  

(1) 連結会社の状況 

平成22年12月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

   ２ 従業員数欄の（外書）は臨時従業員の当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。 

(2) 提出会社の状況 

平成22年12月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

   ２ 従業員数欄の（外書）は臨時従業員の当第３四半期会計期間の平均雇用人員であります。 

   ３ 従業員数には、連結子会社への出向者を含めておりません。 

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(名) (177) 
545 

従業員数(名) (27) 
172 
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第２ 【事業の状況】 

(1) 生産実績 

当第３四半期連結会計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、製造原価によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 仕入実績 

当第３四半期連結会計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 金額は、仕入金額によっております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
(2) 受注実績 

製品の性質上、受注生産は行っておりません。 
  
(3) 販売実績 

当第３四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。 

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、100分の10以上の相手先の該当が

ないので記載を省略しております。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
なお、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。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

コラーゲン・ケーシング事業 1,656 ─

ゼラチン関連事業 1,504 ─

化粧品関連事業 45 ―

皮革関連事業 63 ―

食品その他事業 8 ─

合計 3,279 ─

セグメントの名称 仕入高(百万円) 前年同四半期比(％)

ゼラチン関連事業 808 ─

化粧品関連事業 259 ―

皮革関連事業 2,223 ―

食品その他事業 1,147 ─

合計 4,439 ─

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

コラーゲン・ケーシング事業 2,114 ─

ゼラチン関連事業 2,436 ―

化粧品関連事業 1,242 ―

皮革関連事業 2,388 ―

賃貸・不動産事業 123 ─

食品その他事業 1,480 ─

合計 9,785 ─

― 4 ―



  

当第３四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動

等又は、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。

なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

当第３四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。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

(1) 経営成績の分析 

当第３四半期連結会計期間に於ける我が国経済は、新興国向け輸出増により企業業績が緩やかに回復

する兆しが見られましたが、不安定な世界経済や円高傾向が続き、引き続き景気の減速懸念が残る状況

で推移いたしました。 

 このような経済情勢におきまして、当社グループとしては一層の企業収益維持と拡大に注力してまい

りました。その結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同四半期に比べ432百万円増加し

9,785百万円（前年同四半期比4.6％増）となりました。 

 売上総利益は56百万円増加し2,289百万円（同2.5％増）となり、営業利益は4百万円増加し506百万円

となり、経常利益は93百万円増加し476百万円（同24.6％増）となりました。  

 なお、株式市場における時価の回復による投資有価証券評価損戻入益や東京都足立区の旧設備の解体

費用などの開発関連費用等の特別損失及び税金費用を計上した結果、四半期純利益は、前年同四半期に

比べ182百万円増加し393百万円（同86.7％増）となりました。  

 セグメントの状況につきましては以下の通りであります。 

① コラーゲン・ケーシング事業 

コラーゲン・ケーシングの国内部門は、ほぼ順調に推移しました。また、輸出部門は、特に新興国

のケーシング需要が活発で、これらの国々への輸出価格を円建てにしたことにより、円高による影響

が軽減し順調に推移しました。  

 この結果、売上高は、2,114百万円、セグメント利益は、197百万円(セグメント間内部取引の利益

振替後の営業利益は、350百万円)となりました。 

② ゼラチン関連事業 

ゼラチンは、写真用が引き続き低迷しておりますが、食品用として惣菜用が夏場以降好調に推移し

ました。一方、ペプタイドは、健康食品用として海外から廉価品の流入が増大し売上の伸び率が鈍化

しています。 

 この結果、売上高は、2,436百万円、セグメント利益は、196百万円となりました。 

③ 化粧品関連事業 

コラーゲン化粧品は、クリスマスキャンペーン等の販売促進策を積極的に展開しましたが、個人消

費の低迷などにより若干苦戦しました。一方、健康食品は、引き続きコラーゲンブームのなか、「コ

ラーゲン100」を中心に順調に推移しました。  

 この結果、売上高は、1,242百万円、セグメント利益は、192百万円(セグメント間内部取引の利益

振替後の営業利益は、219百万円)となりました。 

④ 皮革関連事業 

自動車用革は、中国の自動車生産が順調に推移したことにより、現地日系自動車部品メーカー向け

の販売が大幅に回復しました。一方、靴用革は、依然として厳しい環境下にありますが、一部消費者

の低価格離れと寒さの影響もあり、冬物が比較的順調に推移しました。  

 この結果、売上高は、2,388百万円、セグメント利益は、24百万円(セグメント間内部取引の利益振

替後の営業利益は、33百万円)となりました。 

⑤ 賃貸・不動産事業 

賃貸・不動産部門は、再開発を進めている東京都足立区及び大阪市浪速区の土地で引き続き暫定事

業として賃貸事業を継続しております。 

 この結果、売上高は、123百万円、セグメント利益は、260百万円(セグメント間内部取引の利益振

替後の営業利益は、71百万円)となりました。 

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

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】
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⑥ 食品その他事業 

有機農産物、ＢＳＥ検査キット等の売上は、順調に推移しましたが、肥料は横ばいとなり、リンカ

ーは苦戦し、イタリア食材は、デフレの影響などにより販売価格が低迷しました。反面、円高の進行

により輸入食材等については、原価低減効果がありました。 

 この結果、売上高は、1,480百万円、セグメント利益は、23百万円となりました。 

  
(2) 財政状態の分析 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は61,953百万円となり、第２四半期連結会計期間末と比べ

3,887百万円の増加となりました。 

① 資産の部 

流動資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加などにより、第２四半期連結会計期間末と

比べ1,429百万円増加し、19,757百万円となりました。 

固定資産は、有形固定資産が東京都足立区の土地再開発に伴い12月に完成した新本社ビル、テクノ

センターのほか再開発地区の造成等により2,212百万円増加し、投資その他の資産が、投資有価証券

の時価が回復したことなどにより224百万円増加し、第２四半期連結会計期間末と比べて2,445百万円

増加し、42,176百万円となりました。 

② 負債の部 

流動負債は、賞与引当金及び借入金が減少し、設備関係支払手形や未払金の増加により、第２四半

期連結会計期間末と比べ2,025百万円増加し、22,462百万円となりました。  

固定負債は、借入金、長期未払金、社債が増加したことなどにより、第２四半期連結会計期間末と

比べ1,592百万円増加し、23,788百万円となりました。 

③ 純資産の部 

純資産は、利益剰余金が増加したことなどにより、第２四半期連結会計期間末と比べ269百万円増

加し、15,703百万円となりました。 

  
(3) キャッシュ・フローの状況の分析 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、第２四半期連結会計期間末と比べ

1,082百万円増加し、4,662百万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のと

おりであります。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益667百万円、減価償却費等190百

万円、利息の支払額97百万円、法人税等の支払額72百万円などにより、707百万円の収入(前第３四半

期連結会計期間は、612百万円の収入)となりました。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、東京都足立区の再開発に伴う新本社ビルの取得など有形固

定資産の取得等による支出953百万円などにより、940百万円の支出(前第３四半期連結会計期間は、

962百万円の支出)となりました。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出1,238百万円、借入による収入

1,589百万円、社債発行による収入487百万円などにより、1,317百万円の収入(前第３四半期連結会計

期間は、475百万円の収入)となりました。 

  
(4) 事実上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。 

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118条第３号に掲げる事項)は次のとおりです。 

(当社株式の大量買付行為への買収防衛策の導入に関して) 

① 基本方針の内容  

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念や当社企業価値の様々な源泉、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、当社の株式は上場株式であることから、当社の株主は、市場での自由な取引を通じて決まるものであると

ともに、会社の方針の決定を支配する者も株主の皆様の意思に基づき決定されるべきものと考えており、また、当
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社の支配権の移転を伴う買収行為がなされた場合にこれに応じるか否かの判断も 終的には株主の皆様全体の意思

に基づき行われるべきものと考えております。 

 しかしながら、近時、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれの

あるもの、株主に株式の売却を事実上強制するおそれのあるもの、当社の取締役会や株主が買収提案の内容等につ

いて検討し、あるいは当社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要十分な時間や情報を提供することの

ないもの、大量買付の条件等が当社の本源的価値に鑑み不十分または不適当であるもの、当社企業価値の維持・増

大に必要不可欠なステークホルダーとの関係を破壊する意図のあるもの等当社の企業価値及び株主共同の利益に資

さないものも少なくありません。  

 このような、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大量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 基本方針の実現に資する特別な取組み 

当社は、1907年（明治40年）に皮革生産の国産化を促進し、皮革の国内自給体制の確保を目的に設立され、創立

当初は軍関係需要に依存しておりましたが、次第に民需生産に転換し、海外製品との競争力を高め、以来、皮革産

業を通じて経済の進展と国民生活の向上に寄与してまいりました。 

 また、当社は永年の生産過程で培われた様々な技術と業界をリードしてきた研究開発により皮革事業の周辺から

新規事業を展開してまいりました。 

 それらから生まれたのが写真技術に必要な工業用ゼラチンとコラーゲンの技術です。 

 特に当社のコラーゲン技術は、世界で始めてコラーゲンの可溶化に成功し、食用・化粧品等々の製品化の門を開

きました。 

 さらに、当社と各取引先との永年にわたる信頼関係を背景に各取引先からのニーズに当社の技術が加えられ様々

な商品として市場に受け入れられております。  

 当社は、「確かな技術を基に、『お客さまのニーズ』に合致する高品質の製品を提供し、『顧客満足度』をたか

めること」を通じて、企業の存在価値と企業価値の向上に継続的に取り組み、社会的貢献と企業の利益創出の同時

実現を目指して、社会の信頼を確保することを経営理念としております。 

 「企業価値の向上」を実現するため、永年にわたり差別性の高い高付加価値商品の研究開発と製品化に経営資源

を重点投入しており、その結果は、コラーゲン・ケーシング、コラーゲン化粧品、医薬用コラーゲンペプチド等々

として、当社事業の根幹を形成するに至っております。 

 また、この経営のベースとなったのは長い期間をかけて築きあげてきたお客様始め取引先等のステークホルダー

との密接な信頼関係であり、その維持・向上が今後とも大切であると考えております。 

 さらに、それらを継続的に可能にするためには永年にわたって蓄積してきた技術・知識等を若い世代に継承する

ことが重要であると考え取り組んでおります。  

 当社は今後とも、「品質」にこだわり、ステークホルダーの皆様とともに歩むという一貫した思想のもと、当社

の強みであるバイオマトリックス研究を更に深耕させ、様々な高機能商品の開発を推進することで、事業領域の拡

大と高収益体質化を図り、企業価値の 大化を目指してまいります。 

 さらに現在進行中の東京本社敷地の開発を積極的に推進することで、資産の有効活用化を図りつつ収益構造の転

換を行い、顧客・取引先のみならず株主・投資家の皆様にとって魅力ある会社となるよう、更なる成長と収益力の

改善を目指します。 

③ 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み 

当社は、平成18年6月26日開催の第159回定時株主総会において、株主の皆様の承認を受け「当社株式の大量買付

行為への対応策」を導入しました。当社はその後も関係法令の改正・施行、社会情勢等の変化を踏まえ、プランの

継続見直しについて検討してまいりましたが、平成21年6月25日開催の第162回定時株主総会において、「当社株式

の大量買付行為への対応策」（以下「本プラン」といいます。）を株主の皆様の承認を受け、継続導入しました。 

(イ) 本プラン導入の目的 

当社は、当社の株式等について、大量買付行為が行われた場合、これを選択されるか否かは 終的には各株主

の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えます。しかしながら、株主の皆様が短期間の内に適切に判断す

るためには、大量買付者及び当社取締役会の双方から適切かつ十分な情報が提供されることが不可欠です。 

 そのため大量買付行為が遵守すべき、一定のルール（以下、「大量買付ルール」といいます。）を設定するこ

とといたしました。 

(ロ) 本プランの対象となる当社株式の買付行為 

当社が発行する株式等について、議決権保有割合を20％以上とすることを目的とする買付行為とします。 

(ハ) 特別委員会の設置 

取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため特別委員会を設置し、同委員会の構成員は公正

で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行から独立している当社社外取締役、当社社外監査役並びに社

外有識者のいずれかに該当する者の中から選任します。 
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(ニ) 大量買付ルールの概要 

当社が設定する大量買付ルールとは、大量買付者に対して、①事前に当社取締役会に対し、必要かつ十分な情

報を提供する、②大量買付行為につき当社取締役会による一定の評価期間を確保する、ことを要請するもので

す。大量買付者に対し意向表明書及び必要情報の提供を求め、当該情報について当社取締役会が精査します。 

また、大量買付行為の提案があった事実については、速やかに開示し、提供された必要情報が株主の皆様の判断

のために必要であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を開示

します。 

(ホ) 大量買付行為が実施された場合の対応 

当社取締役会は、大量買付者が大量買付ルールを遵守した場合には、原則として当該大量買付行為に対する対

抗措置はとりません。 

ただし、大量買付ルールが遵守されている場合であっても、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、及び大量買付者が大量買付ルールを遵守しなかった場合には、新株予約権の無償割当

等、会社法その他の法律等が認める対抗措置をとり大量買付行為に対抗する場合があります。 

 なお、当社取締役会が具体的な対抗措置を講ずることを決定した後に、当該大量買付者が大量買付行為の撤回

または変更等を行った場合には、対抗措置発動の停止を行うことができるものとします。このような対抗措置発

動の停止を行う場合は、速やかな情報開示を行います。 

(ヘ) 本プランによる株主の皆様に与える影響等 

株主の皆様は、大量買付ルールの実施により、大量買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、

現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見、代替案の提示を受け、適切な判断をすることが可能となりま

す。従って、大量買付ルールの設定は株主の皆様の利益に資するものであると考えております。  

 また、当社取締役会は、新株予約権の無償割当等の対抗措置をとることがありますが、当該対抗措置の仕組み

上、株主の皆様が法的権利または経済的側面において格別の損失を被るような事態が生じることは想定しており

ません。 

(ト) 本プランの適用開始、有効期限及び廃止 

本プランの有効期限は、平成21年6月25日から平成24年6月開催予定の当社定時株主総会終結の時までの3年間

としております。 

 また、本プランの有効期間中であっても、本プランに関する法令、証券取引所の規則等の新設または改廃が行

われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合等で株主の皆様に不利益を与えない場合には、特別

委員会の賛同を得た上で、本プランを修正または変更する場合があります。  

 以上のように、当社取締役会が本プランについて継続、変更、廃止等の決定を行った場合には、その内容につ

きまして速やかに開示します。 

④ 本プランの合理性について（本プランが会社の支配に関する基本方針に添い、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ことについ

て） 

(イ) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保または向

上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開

示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値

研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏

まえたものとなっております。 

(ロ) 株主共同の利益を損なうものではないこと 

本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、

あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者

等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる

という目的をもって導入されるものです。 

 本プランの継続は、株主の皆様のご承認を条件としており、株主の皆様のご意思によっては本プランの廃止も

可能であることから、本プランが株主共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。 

(ハ) 株主意思を反映するものであること 

本プランは、導入について株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。  

 また、継続後は本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行

われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。  

(ニ) 独立性の高い社外者の判断の重視 

本プランにおける対抗措置の発動は、当社の業務執行から独立している委員で構成される特別委員会へ諮問

し、同委員会の勧告を 大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよ

う、本プランの透明な運用を担保するための手続きも確保されております。 
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(ホ) デッドハンド型及びスローハンド型買収防衛策ではないこと 

本プランは、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止することが可

能です。従って、本プランは、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代させてもなお、発

動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

  
(5) 研究開発活動 

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は22百万円であります。 

 なお、当第３四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３四半期連結会計期間において、以下の設備を取得しております。 

 
(注) １ 金額には消費税等は含んでおりません。 

２ 従業員数の(外書)は、臨時従業員数であります。 

  

 
(注) １ 金額には消費税等は含んでおりません。 

２ 従業員数の(外書)は、臨時従業員数であります。 

  
(2) 設備の新設、除却等の計画 

前四半期連結会計期間末に計画中であった、東京都足立区の本社工場跡地の再開発事業に伴う本社社

屋の新築及び除却、並びに研究所付属工場、化粧品製造工場及び化粧品物流倉庫の改築及び除却につき

ましては、平成22年12月に完了いたしました。 

 なお、これに伴う生産能力への重要な影響はありません。 

また、当第３四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等の計画は以下の通り

です。 

 
(注) １ 金額には消費税等は含んでおりません。 

また、当第３四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除去等の計画は以下の通り

です。 

 
(注) １ 金額には消費税等は含んでおりません。 

  

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容
帳簿価額（百万円) 従業員数

 
（名）

建物及び
構築物

リース
資産

工具器具
及び備品

合計

提出会社 
本社 

(東京都足立区) 
全社共通 鉄筋鉄骨コ

ンクリート
造５階建 
事務所 

2,513 33 43 2,589 

78 
(―)

㈱ニッピコラ
ーゲン化粧品 

東京事務所
(東京都足立区) 

化粧品関連 
事業 

44 
(55)

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容
帳簿価額（百万円) 従業員数

 
（名）

建物及び
構築物

機械及び
装置

工具器具
及び備品

合計

提出会社 
研究所付属工場
(東京都足立区) 

全社共通 
研究試験
設備 

788 8 20 816 

5 
(―)

ニッピコラー
ゲン工業㈱ 

化粧品製造部 
(東京都足立区) 

化粧品関連 
 

事業 

化粧品製造
設備 

5 
( 8)

㈱ニッピコラ
ーゲン化粧品 

化粧品物流部  
(東京都足立区) 

化粧品関連 
 

事業 

化粧品物流
倉庫 

6 
(14)

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容
投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月

総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

ニッピコラー
ゲン工業㈱ 

富士宮工場
(静岡県富士宮市) 

コラーゲ
ン・ケーシ
ング事業 

選別・パッ
キング工場 571 ―

自己資金及び
借入金等 

平成23年 
２月

平成23年 
８月

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント 
の名称

設備の内容
四半期末帳簿

価額 
(百万円)

解体見積額 
(百万円)

完了予定
年月

除却等による
減少能力

提出会社
ゼラチン工場 

(静岡県富士宮市)
ゼラチン 
関連事業 

石灰槽、
フロコア 3 70 

平成23年 
２月

工場の生産能力減少
分は外部委託となる
ため実質影響なし。
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 
  

② 【発行済株式】 

 
(注) 大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所へヘラクレス市場及びＮＥＯ市場と

ともに、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証

券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)であります。 

  

(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】 

 
  

(6) 【大株主の状況】 

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 48,000,000 

計 48,000,000 

種類
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成22年12月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成23年2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 12,000,000 12,000,000 
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ 
(スタンダード) 

完全議決権株式であり、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単元
株式数は1,000株であります。

計 12,000,000 12,000,000 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成22年12月31日 ─ 12,000 ─ 3,500 ─ 282 
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(7) 【議決権の状況】 

当第３四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９月30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９月30日現在 

 
(注) １ 「単元未満株式」欄には、当社保有の自己株式243株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成22年９月30日現在 

 
  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

 
(注) 最高・最低株価は、平成22年10月12日大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)におけるものであり、それ

以前は、大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

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)
（自己保有株式）

47,000 
― ─ 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

11,856,000 
11,856 ─ 

単元未満株式 
普通株式 

97,000 
― ─ 

発行済株式総数 12,000,000 ― ―

総株主の議決権 ― 11,853 ―

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(％)

株式会社ニッピ 
（自己保有株式）

足立区千住緑町１-１-１ 47,000 ─ 47,000 0.39 

計 ― 47,000 ─ 47,000 0.39 

２ 【株価の推移】

月別
平成22年 
４月

 
５月

 
６月

 
７月

 
８月

 
９月

 
１０月

 
１１月

 
１２月

最高(円) 645 610 606 589 570 580 508 467 450 

最低(円) 460 548 550 560 550 505 432 425 420 

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

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。 

なお、前第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、

当第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。 

  

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３四半期連結会計期間(平成21年10月

１日から平成21年12月31日まで)及び前第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日

まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31

日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31日まで)に係る四半期連結

財務諸表について、藍監査法人により四半期レビューを受けております。 

  

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２  監査証明について
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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】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,825 6,070

受取手形及び売掛金 ※3, ※5  8,284 ※3  6,769

商品及び製品 4,542 4,703

仕掛品 906 1,173

原材料及び貯蔵品 291 289

未収消費税等 188 44

繰延税金資産 414 456

その他 350 383

貸倒引当金 △46 △49

流動資産合計 19,757 19,842

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,008 3,863

機械装置及び運搬具（純額） 364 442

土地 24,943 24,943

建設仮勘定 4,426 3,907

リース資産（純額） 144 33

その他（純額） 123 58

有形固定資産合計 ※1  37,011 ※1  33,249

無形固定資産   

リース資産 61 51

その他 5 6

無形固定資産合計 66 57

投資その他の資産   

投資有価証券 2,951 3,010

長期貸付金 795 382

繰延税金資産 94 103

破産更生債権等 1,455 1,471

その他 1,315 922

貸倒引当金 △1,513 △1,526

投資その他の資産合計 5,098 4,363

固定資産合計 42,176 37,670

繰延資産   

社債発行費 20 10

繰延資産合計 20 10

資産合計 61,953 57,522
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※5  7,801 7,144

短期借入金 ※4  9,880 ※4  10,848

1年内償還予定の社債 465 655

リース債務 53 23

未払法人税等 122 133

未払消費税等 75 81

賞与引当金 200 401

役員賞与引当金 24 44

その他 3,839 1,540

流動負債合計 22,462 20,873

固定負債   

社債 662 350

長期借入金 10,987 10,428

リース債務 161 64

長期未払金 2,084 1,200

繰延税金負債 646 325

再評価に係る繰延税金負債 5,454 5,454

退職給付引当金 1,692 1,739

役員退職慰労引当金 282 256

資産除去債務 5 －

その他 1,810 1,811

固定負債合計 23,788 21,629

負債合計 46,250 42,503

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500 3,500

資本剰余金 1,153 1,153

利益剰余金 3,567 2,723

自己株式 △224 △223

株主資本合計 7,995 7,153

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △228 △120

繰延ヘッジ損益 △93 △46

土地再評価差額金 7,656 7,656

為替換算調整勘定 △7 △0

評価・換算差額等合計 7,328 7,490

少数株主持分 378 376

純資産合計 15,703 15,019

負債純資産合計 61,953 57,522
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 28,323 29,014

売上原価 21,787 22,086

売上総利益 6,536 6,927

販売費及び一般管理費 ※1  4,897 ※1  4,971

営業利益 1,638 1,956

営業外収益   

受取利息 5 7

受取配当金 46 42

持分法による投資利益 － 100

その他 34 25

営業外収益合計 87 176

営業外費用   

支払利息 352 382

手形売却損 61 26

為替差損 48 31

持分法による投資損失 30 －

その他 42 53

営業外費用合計 535 493

経常利益 1,189 1,639

特別利益   

固定資産売却益 － ※2  0

投資有価証券売却益 － 37

会員権売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 20 15

特別利益合計 20 54

特別損失   

固定資産除却損 ※3  32 ※3  9

固定資産売却損 － ※4  0

投資有価証券売却損 － 0

たな卸資産評価損 1 －

貸倒損失 1 1

役員退職慰労金 － 14

土地開発関連費用 － ※5  131

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1

特別損失合計 34 158

税金等調整前四半期純利益 1,175 1,535

法人税、住民税及び事業税 179 170

法人税等調整額 243 414

法人税等合計 423 584

少数株主損益調整前四半期純利益 － 950

少数株主利益 14 18

四半期純利益 736 932
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 9,352 9,785

売上原価 7,119 7,495

売上総利益 2,233 2,289

販売費及び一般管理費 ※1  1,726 ※1  1,782

営業利益 506 506

営業外収益   

受取利息 1 3

受取配当金 10 10

為替差益 3 －

持分法による投資利益 1 94

その他 6 9

営業外収益合計 22 118

営業外費用   

支払利息 110 103

手形売却損 20 8

為替差損 － 21

その他 15 15

営業外費用合計 146 148

経常利益 382 476

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 237

貸倒引当金戻入額 21 2

特別利益合計 21 239

特別損失   

固定資産除却損 ※2  0 ※2  5

投資有価証券売却損 － 0

貸倒損失 1 －

土地開発関連費用 － ※3  43

特別損失合計 2 49

税金等調整前四半期純利益 401 667

法人税、住民税及び事業税 41 42

法人税等調整額 141 228

法人税等合計 182 270

少数株主損益調整前四半期純利益 － 396

少数株主利益 7 2

四半期純利益 210 393
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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 1,175 1,535

減価償却費 466 483

繰延資産償却額 3 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 △15

賞与引当金の増減額（△は減少） △207 △201

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27 △19

退職給付引当金の増減額（△は減少） △74 △47

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △340 26

受取利息及び受取配当金 △52 △49

支払利息 352 382

為替差損益（△は益） 29 8

持分法による投資損益（△は益） 30 △100

有形固定資産除却損 32 9

有形固定資産売却損益（△は益） － 0

投資有価証券売却損益（△は益） － △37

会員権売却損益（△は益） － △0

土地開発関連費用 － 131

貸倒損失 1 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1

売上債権の増減額（△は増加） △1,148 △1,514

たな卸資産の増減額（△は増加） 605 416

仕入債務の増減額（△は減少） 42 666

未払消費税等の増減額（△は減少） 56 27

その他の資産の増減額（△は増加） 16 41

その他の負債の増減額（△は減少） 307 198

小計 1,248 1,945

利息及び配当金の受取額 36 48

利息の支払額 △332 △376

法人税等の支払額 △291 △206

営業活動によるキャッシュ・フロー 661 1,411

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 △10 △2

投資有価証券の売却による収入 － 91

有形固定資産の取得による支出 △1,922 △2,013

有形固定資産の売却による収入 － 8

無形固定資産の取得による支出 △4 －

貸付けによる支出 △29 △454

貸付金の回収による収入 33 35

定期預金の預入による支出 △100 －

その他 △416 △382

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,449 △2,716
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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） 873 △1,170

長期借入れによる収入 3,300 4,449

長期借入金の返済による支出 △3,207 △3,687

社債の発行による収入 － 487

社債の償還による支出 △547 △377

リース債務の返済による支出 △14 △25

長期未払金の返済による支出 － △36

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △83 △83

少数株主への配当金の支払額 △4 △4

その他の収入 － 518

財務活動によるキャッシュ・フロー 312 66

現金及び現金同等物に係る換算差額 5 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,469 △1,244

現金及び現金同等物の期首残高 4,110 5,907

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  2,641 ※1  4,662
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【継続企業の前提に関する事項】 

該当事項はありません。 

  

【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】 

 
  

【表示方法の変更】 

 
  

 
  

【簡便な会計処理】 

 
  

【追加情報】 

 
  

 
当第３四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

１.会計処理基準に関

する事項の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

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。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響及び当会計基準の適用開始に

よる資産除去債務の変動額は軽微であります。 

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係) 

「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)に基づき財務諸表等規則等の

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３四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」の科目を表示しております。 

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

(四半期連結損益計算書関係) 

「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)に基づき財務諸表等規則等の

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３四半期連結会計期間では、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日  至 平成22年12月31日)

１ 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を一部省略し、当第２四半期会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

 なお、棚卸資産の評価方法に関しては、収益性低下の事実が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積も

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

２ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測値及びタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日  至 平成22年12月31日)

 退職給付引当金 

当社は、退職給付制度として退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けておりましたが、平成22年10月より適

格退職年金制度から確定給付型企業年金制度へ移行しております。 

 この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第

１号)を適用しております。 

 なお、本移行に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

― 20 ―



  

【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

 
  

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額   13,580百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額   14,003百万円 

 ２ 偶発債務 

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対

して、次のとおり債務保証を行っております。 

㈱ボーグ 112百万円

日皮(上海)貿易有限公司 125 〃 

従業員 3 〃 

計 240 〃 

 ２ 偶発債務 

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対し

て、次のとおり債務保証を行っております。 

㈱ボーグ 341百万円

日皮(上海)貿易有限公司 94 〃 

従業員 3 〃 

計 439 〃 

※３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

  受取手形割引高              835百万円 

  受取手形裏書譲渡高          315百万円 

※３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

  受取手形割引高            1,258百万円 

  受取手形裏書譲渡高         409百万円 

※４ コミットメントライン契約 

運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を

行うため取引銀行８行と短期コミットメントラインの設

定契約を締結しております。 

当第３四半期連結会計期間末におけるコミットメン

トラインに係る借入未実行残高等は次のとおりです。 

コミットメントラインの総額 5,400百万円

借入実行残額 1,000 〃 

差引額 4,400 〃 

※４ コミットメントライン契約 

運転資金の必要調達額の確保及び効率的資金運用を行

うため取引銀行８行と短期コミットメントラインの設定

契約を締結しております。 

当連結会計年度末におけるコミットメントラインに係

る借入未実行残高等は次のとおりです。 

コミットメントラインの総額 5,400百万円

借入実行残額 2,400 〃 

差引額 3,000 〃 

※５ 四半期連結会計期間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３四半期連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手

形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

受取手形 172百万円

支払手形 156 〃 

             ──────────── 
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(四半期連結損益計算書関係) 

第３四半期連結累計期間 

 
  

第３四半期連結会計期間 

 
  

  

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日  至 平成22年12月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給与手当 1,035百万円

賞与引当金繰入額 87 〃 

法定福利費 158 〃 

包装運搬費 444 〃 

広告宣伝費 746 〃 

通信費 51 〃 

販売促進費 364 〃 

減価償却費 106 〃 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給与手当 1,029百万円

賞与引当金繰入額 48 〃 

法定福利費 183 〃 

包装運搬費 479 〃 

広告宣伝費 735 〃 

通信費 51 〃 

販売促進費 413 〃 

減価償却費 128 〃 

──────────

 
※２ 固定資産売却益 

機械装置及び運搬具 0百万円

※３ 固定資産除却損 

 

解体費用 29百万円

機械装置その他 3 〃 

計 32 〃 

※３ 固定資産除却損 

解体費用 4百万円

建物及び構築物 3百万円

機械装置及び運搬具 0百万円

その他  1 〃 

計 9 〃 

────────── ※４ 固定資産売却損 

機械装置及び運搬具 0百万円

────────── ※５ 土地開発関連費用 

撤去処分費用等 131百万円

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日  至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日  至 平成22年12月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給与手当 343百万円

賞与引当金繰入額 87 〃 

法定福利費 44 〃 

包装運搬費 155 〃 

広告宣伝費 347 〃 

通信費 17 〃 

販売促進費 128 〃 

減価償却費 37 〃 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 

給与手当 345百万円

賞与引当金繰入額 48 〃 

法定福利費 62 〃 

包装運搬費 168 〃 

広告宣伝費 296 〃 

通信費 17 〃 

販売促進費 153 〃 

減価償却費 63 〃 

※２ 固定資産除却損 

 

機械装置他 0百万円

計 0 〃 

※２ 固定資産除却損 

建物及び構築物 3百万円

機械装置及び運搬具 0 〃 

その他 1 〃 

計 5 〃 

────────── ※３ 土地開発関連費用 

撤去処分費用等 43百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

(株主資本等関係) 

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び 

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
  
３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の

効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの 

該当事項はありません。 

  
４ 株主資本の著しい変動に関する事項 

該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日  至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日  至 平成22年12月31日)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 2,804百万円

   計 2,804 〃 

預入期間が３か月超の定期預金 △163 〃 

現金及び現金同等物 2,641 〃 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 4,825百万円

   計 4,825 〃 

預入期間が３か月超の定期預金 △163 〃 

現金及び現金同等物 4,662 〃 

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 12,000,000 

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 716,860 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 83 ７ 平成22年３月31日 平成22年６月25日
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(セグメント情報等) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

 
  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分は売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主な製品  

（１）皮革関連事業………………靴用、底革、甲革、車両用  

（２）非皮革関連事業  

  イ ゼラチン部門事業………写真用、食用、一般用、ゼラチン、ペプタイド  

  ロ コラーゲン部門事業……ソーセージケーシング、コラーゲン化粧品  

（３）その他の事業………………不動産賃貸、化成品、リンカー、その他 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)及び 

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合がいずれも90％を越えているため、記載を省略

しております。 

  

 
皮革関連事業 
(百万円)

非皮革部門
事業 

(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高    

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 2,140 5,512 1,699 9,352 ― 9,352 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

─ 0 338 339 (339) ―

計 2,140 5,512 2,038 9,691 (339) 9,352 

営業利益 25 452 345 823 (316) 506 

 
皮革関連事業 
(百万円)

非皮革部門
事業 

(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高    

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 6,941 15,913 5,467 28,323 ― 28,323 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

─ 0 1,016 1,017 (1,017) ―

計 6,941 15,914 6,484 29,340 (1,017) 28,323 

営業利益 126 1,501 992 2,619 (981) 1,638 
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【海外売上高】 

前第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

 
  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は地理的近接度によっている。  

２ 各区分に属する主な国又は地域 

（１）北米……………………………アメリカ合衆国・カナダ 

（２）アジア…………………………韓国・中国・タイ・シンガポール・台湾・フィリピン 

（３）欧州……………………………フランス・イギリス・ギリシャ・イタリア・オランダ・オーストリア他 

（４）その他の地域…………………オセアニア地域・中東地域・アフリカ地域・中南米地域 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の輪出売上高であります。 

  

 北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 387 617 199 80 1,285 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 9,352 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 4.1 6.6 2.1 0.9 13.7 

 北米 アジア 欧州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 1,295 1,768 622 248 3,925 

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― 28,323 

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 4.6 6.2 2.2 0.9 13.9 
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【セグメント情報】 

(追加情報) 

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。 

  
１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会
が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので
あります。 
当社は、製品別セグメントごとに事業本部を置き、これら事業活動を主体として連結子会社が構成

されており、「コラーゲン・ケーシング事業」、「ゼラチン関連事業」、「化粧品関連事業」、「皮
革関連事業」、「賃貸・不動産事業」及び「食品その他事業」の６つを報告セグメントとしておりま
す。 
①「コラーゲン・ケーシング事業」は、ソーセージ用可食性コラーゲン・ケーシングを製造し、販売
しております。 

②「ゼラチン関連事業」は、食品用、医薬用、トイレタリー用、工業用のゼラチン及びペプタイドを
輸入、製造、販売しております。 

③「化粧品関連事業」は、コラーゲン入りの化粧品、健康食品を製造し、販売しております。 
④「皮革関連事業」は、靴用、袋物用、自動車用皮革及び皮革関連製品等を販売しております。 
⑤「賃貸・不動産事業」は、土地、建物、設備等の賃貸を行っております。 
⑥「食品その他事業」は、イタリア食材、有機農産物、衣料品、肥料等の輸入販売、そのほか化成
品、リンカー、ＢＳＥ検査キットなどを製造し、販売しております。 

  
２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日) 

 
  

当第３四半期連結会計期間(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額の区分は報告セグメントに含まれない全社費用であり、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

    (単位：百万円)

 報告セグメント
調整額 
(注)

四半期
連結損益
計算書 
計上額

 
コラーゲ

ン・ケーシ

ング事業

ゼラチン 
関連事業

化粧品
関連事業

皮革
関連事業

賃貸・不
動産事業

食品その
他事業

計

売上高     

外部顧客への売上高 6,407 6,880 3,303 7,219 359 4,844 29,014 ― 29,014 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 0 ― ─ ─ 1,019 ─ 1,019 △1,019 ―

計 6,407 6,880 3,303 7,219 1,378 4,844 30,033 △1,019 29,014 

セグメント利益 845 577 584 99 777 102 2,987 △1,031 1,956 

    (単位：百万円)

 報告セグメント
調整額 
(注)

四半期
連結損益
計算書 
計上額

 
コラーゲ

ン・ケーシ

ング事業

ゼラチン 
関連事業

化粧品
関連事業

皮革
関連事業

賃貸・不
動産事業

食品その
他事業

計

売上高     

外部顧客への売上高 2,114 2,436 1,242 2,388 123 1,480 9,785 ― 9,785 

セグメント間の内部
売上高又は振替高 0 ― ─ ─ 341 ─ 341 △341 ―

計 2,114 2,436 1,242 2,388 464 1,480 10,126 △341 9,785 

セグメント利益 197 196 192 24 260 23 894 △387 506 
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(金融商品関係) 

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日) 

金融商品の四半期連結財務諸表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動
がありません。 

  

(有価証券関係) 

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日) 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変
動がありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日) 

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変
動がありません。 

  

(資産除去債務関係) 

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日) 

資産除去債務の四半期連結財務諸表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい
変動がありません。 

  

(賃貸等不動産関係) 

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日) 

賃貸等不動産の四半期連結財務諸表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい
変動がありません。 
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(１株当たり情報) 

 
(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 
(注) １. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２. １株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
  

第３四半期連結会計期間 

 
(注) １. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２. １株当たり四半期純利益の算定上の基礎 

 
  

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

１株当たり純資産額          1,358.14 円 １株当たり純資産額              1,297.60 円

項目
当第３四半期連結会計期間末 

(平成22年12月31日)
前連結会計年度末 
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 15,703 15,019 

普通株式に係る純資産額(百万円) 15,324 14,643 

差額の主要な内訳(百万円) 
 少数株主持分 378 376 

普通株式の発行済株式数(株) 12,000,000 12,000,000 

普通株式の自己株式数(株) 716,860 715,288 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数(株) 11,283,140 11,284,712 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日   至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日   至 平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益                   65.19 円
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益    ─ 円 

１株当たり四半期純利益                   82.62円
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益        ─ 円 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 736 932 

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 736 932 

普通株式の期中平均株式数(株) 11,302,729 11,283,919 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日   至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日   至 平成22年12月31日)

１株当たり四半期純利益                   18.66 円
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益    ─ 円 

１株当たり四半期純利益                  34.90 円
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益        ─ 円 

項目
前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日 
  至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日 
  至 平成22年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 210 393 

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 210 393 

普通株式の期中平均株式数(株) 11,301,606 11,283,383 
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(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(リース取引関係) 

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日) 

リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を採用しておりますが、リース取引残高その

他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。 
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 該当事項はありません。 

  

２ 【その他】
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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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平成22年２月10日

株式会社 ニッピ 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  

  
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

式会社ニッピの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平

成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12

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、株式会社ニッピ及び連結子会社の平成21年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結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。 

  
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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

藍監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    古 谷 義 雄    ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    関 端 京 夫    ㊞ 

(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いません。 

 





  
平成23年２月９日

 株式会社 ニッピ 

 取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  
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

式会社ニッピの平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平

成22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12

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、株式会社ニッピ及び連結子会社の平成22年

12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結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。 

  

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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

藍監査法人 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  古 谷 義 雄    ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  関 端 京 夫    ㊞ 

(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いません。 
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【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成23年2月14日 

【会社名】 株式会社ニッピ 

【英訳名】 Nippi,Incorporated 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  伊 藤 隆 男 

【最高財務責任者の役職氏名】 常務取締役  石 井 英 文 

【本店の所在の場所】 東京都足立区千住緑町１丁目１番地１ 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜１丁目８番16号) 

 



当社代表取締役社長伊藤隆男及び当社最高財務責任者・常務取締役石井英文は、当社の第164期第３四

半期(自 平成22年10月１日 至 平成22年12月31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基

づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】


