
平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年11月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 上原成商事株式会社 上場取引所 大 

コード番号 8148 URL http://www.ueharasei.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 上原 大作

問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役財務部長 （氏名） 上原 晋作 TEL 075-212-6007

四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日 配当支払開始予定日 平成20年12月9日

1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収益 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 52,346 ― 649 ― 904 ― 500 ―

20年3月期第2四半期 43,845 △8.1 △36 ― 237 △54.7 101 △63.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 21.54 ―

20年3月期第2四半期 4.35 ―

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

21年3月期第2四半期 39,308 30,481 77.4 1,311.17
20年3月期 40,580 30,254 74.5 1,301.43

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  30,439百万円 20年3月期  30,214百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 4.25 ― 4.25 8.50
21年3月期 ― 4.25 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.25 8.50

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

   １株当たり（予想）当期純利益は、平成20年10月21日に取得した自己株式3,092,000株を考慮した期中平均株式数に基づき算定しております。  

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 104,000 2.2 1,350 22.8 1,800 10.0 990 16.4 45.69

4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載しております業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ【定性的情
報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  24,053,942株 20年3月期  24,053,942株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  838,709株 20年3月期  837,845株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  23,215,904株 20年3月期第2四半期  23,217,557株









５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,886 6,624

受取手形及び売掛金 17,235 19,188

商品 411 472

仕掛品 37 37

販売用不動産 0 0

その他 987 1,111

貸倒引当金 △86 △70

流動資産合計 26,471 27,366

固定資産   

有形固定資産 3,496 3,599

無形固定資産   

のれん 61 74

その他 74 79

無形固定資産合計 135 153

投資その他の資産   

投資有価証券 4,007 4,305

差入保証金 4,340 4,357

その他 1,082 1,033

貸倒引当金 △225 △236

投資その他の資産合計 9,204 9,460

固定資産合計 12,836 13,213

資産合計 39,308 40,580



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,810 5,696

短期借入金 57 76

未払法人税等 471 678

賞与引当金 207 198

役員賞与引当金 19 40

その他 2,482 2,747

流動負債合計 8,048 9,437

固定負債   

退職給付引当金 278 277

役員退職慰労引当金 492 481

その他 7 128

固定負債合計 778 888

負債合計 8,826 10,325

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,549 5,549

資本剰余金 5,456 5,456

利益剰余金 19,327 18,927

自己株式 △370 △369

株主資本合計 29,963 29,563

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 475 651

評価・換算差額等合計 475 651

少数株主持分 41 40

純資産合計 30,481 30,254

負債純資産合計 39,308 40,580



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 51,951

売上原価 48,734

売上総利益 3,217

役務収益 395

営業総利益 3,612

販売費及び一般管理費 2,962

営業利益 649

営業外収益  

受取利息 49

受取配当金 24

仕入割引 78

報奨金 83

持分法による投資利益 5

その他 75

営業外収益合計 317

営業外費用  

支払利息 4

売上割引 22

その他 36

営業外費用合計 62

経常利益 904

特別利益  

固定資産売却益 82

貸倒引当金戻入額 10

特別利益合計 93

特別損失  

固定資産処分損 4

会員権評価損 0

出資金評価損 28

減損損失 13

特別損失合計 46

税金等調整前四半期純利益 951

法人税等 450

少数株主利益 1

四半期純利益 500



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30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 951

減価償却費 118

減損損失 13

長期前払費用償却額 6

のれん償却額 12

持分法による投資損益（△は益） △5

出資金評価損 28

会員権評価損 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10

賞与引当金の増減額（△は減少） 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 0

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5

受取利息及び受取配当金 △74

支払利息 4

固定資産売却損益（△は益） △82

売上債権の増減額（△は増加） 1,953

たな卸資産の増減額（△は増加） 61

差入保証金の増減額（△は増加） 17

その他の流動資産の増減額（△は増加） 143

投資その他の資産の増減額（△は増加） 16

仕入債務の増減額（△は減少） △900

その他の流動負債の増減額（△は減少） △301

その他 28

小計 1,996

利息及び配当金の受取額 54

利息の支払額 △2

法人税等の支払額 △646

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,401

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △51

定期預金の払戻による収入 730

投資有価証券の取得による支出 △89

貸付けによる支出 △3

貸付金の回収による収入 10

有形及び無形固定資産の取得による支出 △50

有形及び無形固定資産の売却による収入 141

その他 △27

投資活動によるキャッシュ・フロー 660

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △19

リース債務の返済による支出 △3

配当金の支払額 △99

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △121

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,939

現金及び現金同等物の期首残高 4,815

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,754
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