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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）

売上高 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 5,783 ― 605 ― 564 ― 355 ―

20年3月期第2四半期 5,097 △2.4 261 △56.4 261 △55.8 108 △68.5

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 110.51 109.73
20年3月期第2四半期 34.04 33.59

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 11,709 5,085 43.2 1,643.39
20年3月期 10,851 5,319 48.7 1,643.38

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,057百万円 20年3月期  5,289百万円

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 ― 30.00 ― 30.00 60.00
21年3月期 ― 30.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 30.00 60.00

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  無  
 

売上高 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 12,566 22.7 1,090 58.6 1,022 62.8 633 117.3 201.20

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  無  

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

(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．その他をご覧下さい。  

(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．本資料に記載されている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。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  3,234,500株 20年3月期  3,218,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  157,237株 20年3月期  100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  3,214,747株 20年3月期第2四半期  3,197,985株







５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 2,291,609 2,064,005

受取手形及び売掛金 3,555,834 3,218,718

商品及び製品 480,628 506,083

仕掛品 382,468 196,417

原材料及び貯蔵品 240,180 269,760

繰延税金資産 143,083 168,988

その他 113,606 126,188

貸倒引当金 △34,232 △9,488

流動資産合計 7,173,179 6,540,675

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,719,232 1,760,284

機械装置及び運搬具（純額） 267,927 257,167

工具、器具及び備品（純額） 296,226 275,687

土地 672,824 672,824

リース資産（純額） 166,570 170,953

建設仮勘定 56,533 4,055

有形固定資産合計 3,179,313 3,140,972

無形固定資産   

のれん 12,323 14,083

その他 44,052 11,368

無形固定資産合計 56,376 25,452

投資その他の資産   

投資有価証券 848,287 714,121

繰延税金資産 109,752 76,783

その他 353,598 378,027

貸倒引当金 △11,344 △24,356

投資その他の資産合計 1,300,293 1,144,575

固定資産合計 4,535,983 4,311,000

資産合計 11,709,162 10,851,675



（単位：千円）

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 2,434,277 1,888,102

短期借入金 593,530 187,008

1年内返済予定の長期借入金 498,000 648,000

リース債務 5,747 5,570

未払法人税等 184,929 30,766

賞与引当金 206,607 210,153

前受金 643,413 321,689

その他 383,200 362,473

流動負債合計 4,949,705 3,653,762

固定負債   

長期借入金 973,000 1,147,000

リース債務 180,912 183,830

退職給付引当金 419,856 439,042

その他 99,985 108,522

固定負債合計 1,673,754 1,878,395

負債合計 6,623,460 5,532,158

純資産の部   

株主資本   

資本金 916,562 910,562

資本剰余金 869,211 863,211

利益剰余金 3,836,444 3,577,730

自己株式 △346,293 △592

株主資本合計 5,275,924 5,350,912

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △167,580 △103,337

為替換算調整勘定 △51,196 41,473

評価・換算差額等合計 △218,776 △61,863

少数株主持分 28,553 30,468

純資産合計 5,085,702 5,319,517

負債純資産合計 11,709,162 10,851,675



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 5,783,995

売上原価 3,156,237

売上総利益 2,627,757

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 593,840

賞与 175,870

退職給付費用 79,068

減価償却費 112,638

貸倒引当金繰入額 23,939

その他 1,037,063

販売費及び一般管理費合計 2,022,421

営業利益 605,335

営業外収益  

受取利息 7,801

受取配当金 7,872

その他 5,085

営業外収益合計 20,759

営業外費用  

支払利息 23,856

為替差損 29,369

持分法による投資損失 24

その他 8,065

営業外費用合計 61,316

経常利益 564,778

特別利益  

固定資産売却益 1,890

特別利益合計 1,890

特別損失  

固定資産売却損 66

固定資産除却損 3,395

特別損失合計 3,461

税金等調整前四半期純利益 563,206

法人税、住民税及び事業税 172,410

法人税等調整額 36,965

法人税等合計 209,375

少数株主損失（△） △1,434

四半期純利益 355,265



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 563,206

減価償却費 154,303

のれん償却額 1,760

貸倒引当金の増減額（△は減少） 23,939

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,524

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,184

受取利息及び受取配当金 △15,673

支払利息 23,856

為替差損益（△は益） 17,277

持分法による投資損益（△は益） 24

固定資産売却損益（△は益） △1,823

固定資産除却損 3,395

売上債権の増減額（△は増加） △355,833

前受金の増減額（△は減少） 328,858

たな卸資産の増減額（△は増加） △166,329

仕入債務の増減額（△は減少） 545,834

前渡金の増減額（△は増加） △12,530

その他 △42,403

小計 1,045,153

利息及び配当金の受取額 13,787

利息の支払額 △23,731

法人税等の支払額 △35,155

法人税等の還付額 40,460

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,040,513

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △27,120

有形固定資産の取得による支出 △133,070

有形固定資産の売却による収入 3,083

無形固定資産の取得による支出 △4,304

投資有価証券の取得による支出 △244,986

その他 △369

投資活動によるキャッシュ・フロー △406,767

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） 405,760

長期借入金の返済による支出 △324,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,837

株式の発行による収入 12,000

自己株式の取得による支出 △345,701

配当金の支払額 △95,481

財務活動によるキャッシュ・フロー △353,259

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 236,852

現金及び現金同等物の期首残高 1,855,179

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,092,032














	荏原ユージライト㈱（4975）平成21年３月期　第２四半期決算短信: 荏原ユージライト㈱（4975）平成21年３月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -


