
 

平成 20 年 ５ 月 14 日 

 

各      位 

会 社 名  ユシロ化学工業株式会社 

代表者名  取締役社長 長井 禧明 

（コード番号 ：5013  東証一部） 

問合せ先  財務部長  百束 立春 

（TEL 03 － 3756 － 5888 ） 

 

（訂正）「平成 20 年３月期 中間決算短信」の一部訂正について 

 

 平成 19 年 11 月 14 日に発表しました、「平成 20 年３月期 中間決算短信」の記載内容の一部に誤りがご

ざいましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は＿を付しております。 

 

記 

 訂正箇所 1 ページ 

1. 平成 19 年９月期中間期の連結業績 

 

（訂正前） 

(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭
19 年９月中間期 34,108 23,057 64.7 1,560. 96
18 年９月中間期 31,636 21,093 64.3 1,427. 97

 19 年３月期 32,839 22,269 65.3 1,507. 56 
(参考) 自己資本 19 年９月中間期 22,059 百万円 18 年９月中間期 20,352 百万円 19 年３月期 21,437 百万円

 

（訂正後） 

(2) 連結財政状態 
 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭
19 年９月中間期 34,108 23,057 64.7 1,493. 40
18 年９月中間期 31,636 21,093 64.3 1,427. 97

 19 年３月期 32,839 22,269 65.3 1,451. 25  
(参考) 自己資本 19 年９月中間期 22,059 百万円 18 年９月中間期 20,352 百万円 19 年３月期 21,437 百万円
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訂正箇所 36 ページ 

４．中間連結財務諸表 

 （１株当たり情報） 

 

（訂正前） 

前中間連結会計期間 
(自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 18 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 19 年９月 30 日) 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 1,427.97 円 
 

１株当たり純資産額 1,560.96 円
 

１株当たり純資産額 1,507.56 円
 

１株当たり中間純利益 56.31 円 
 

１株当たり中間純利益 73.13 円
 

１株当たり当期純利益 124.16 円
 

なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、潜在株

式が存在しないため記載してお

りません。 

なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、潜在株

式が存在しないため記載してお

りません。 

なお、潜在株式調整後１株当た

り当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株当たり中間純利益の算定上

の基礎 

 中間連結損益計算書上の中間純利

益 

831 百万円 

 普通株式に係る中間純利益 

831 百万円 

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

  該当事項はありません。 

 

 普通株式の期中平均株式数 

14,771,733 株 

１株当たり中間純利益の算定上

の基礎 

 中間連結損益計算書上の中間純利

益 

1,080 百万円

 普通株式に係る中間純利益 

1,080 百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

  該当事項はありません。 

 普通株式の期中平均株式数 

14,771,480 株

１株当たり当期純利益の算定上

の基礎 

 連結損益計算書上の当期純利益 

1,834 百万円

  

 普通株式に係る当期純利益 

1,834 百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

  該当事項はありません。 

  

 普通株式の期中平均株式数 

14,771,689 株
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（訂正後） 

前中間連結会計期間 
(自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 18 年９月 30 日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成 19 年４月 １日 
至 平成 19 年９月 30 日) 

前連結会計年度 
(自 平成 18 年４月 １日 
至 平成 19 年３月 31 日) 

１株当たり純資産額 1,427.97 円 
 

１株当たり純資産額 1,493.40 円
 

１株当たり純資産額 1,451.25 円
 

１株当たり中間純利益 56.31 円 
 

１株当たり中間純利益 73.13 円
 

１株当たり当期純利益 124.16 円
 

なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、潜在株

式が存在しないため記載してお

りません。 

なお、潜在株式調整後１株当た

り中間純利益については、潜在株

式が存在しないため記載してお

りません。 

なお、潜在株式調整後１株当た

り当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株当たり中間純利益の算定上

の基礎 

 中間連結損益計算書上の中間純利

益 

831 百万円 

 普通株式に係る中間純利益 

831 百万円 

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

  該当事項はありません。 

 

 普通株式の期中平均株式数 

14,771,733 株 

１株当たり中間純利益の算定上

の基礎 

 中間連結損益計算書上の中間純利

益 

1,080 百万円

 普通株式に係る中間純利益 

1,080 百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

  該当事項はありません。 

 普通株式の期中平均株式数 

14,771,480 株

１株当たり当期純利益の算定上

の基礎 

 連結損益計算書上の当期純利益 

1,834 百万円

  

 普通株式に係る当期純利益 

1,834 百万円

 普通株主に帰属しない金額の主要

な内訳 

  該当事項はありません。 

  

 普通株式の期中平均株式数 

14,771,688 株

 

以 上 
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