
平成20年11月12日
各位

会社名　日本ユピカ株式会社           
代表者　代表取締役社長　荻野　富弘

（コード番号　7891　JASDAQ）
問合先　取締役管理部長　池端　敏廣

（TEL 03-6850-0261）

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年３月期 第２四半期決算短信」の一部訂正について

　平成20年10月30日に公表いたしました「平成21年3月期 第２四半期決算短信」の記載内容に一部訂正事項があり
ましたので、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は　　を付して表示しております。

記

１．訂正事項 ： １．平成21年3月期第2四半期の連結業績　 (1) 連結経営成績（累計）　　（１ページ）
３.平成21年3月期の連結業績予想　　（１ページ）
定性的情報・財務諸表等
　　５．【四半期連結財務諸表】
　　　(2) 【四半期連結損益計算書】
 　　　　　【第2四半期連結累計期間】　　（５ページ）

２．訂正理由 ：   　営業外費用の「たな卸資産廃棄損」に計上しておりました製品等の廃棄費用を、「棚卸資産の評価
　　　　　　　　　　　に関する会計基準」の適用により、売上原価に訂正したものであります。
　　　　　　　　　　　　また、通期連結業績予想につきましては、この第２四半期の訂正により営業利益を訂正するもので
　　　　　　　　　　　あります。

３．訂正内容
１．平成21年3月期第2四半期の連結業績
　 (1) 連結経営成績（累計）
（訂正前）

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 6,812 － 126 － 97 － 54 －
20年3月期第2四半期 6,533 △0.4 93 △52.5 93 △46.0 △23 －
（訂正後）

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 6,812 － 95 － 97 － 54 －
20年3月期第2四半期 6,533 △0.4 93 △52.5 93 △46.0 △23 －

３.平成21年3月期の連結業績予想
（訂正前）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 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 14,700 11.0 240 2.8 190 △10.8 110 53.1 20.01

（訂正後）
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 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 14,700 11.0 210 △10.1 190 △10.8 110 53.1 20.01
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定性的情報・財務諸表等
　　５．【四半期連結財務諸表】　　(2) 【四半期連結損益計算書】　　【第2四半期連結累計期間】

［訂正前］
（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日)

売上高 6,812,725

売上原価 5,836,020

売上総利益 976,705

販売費及び一般管理費

　運搬費 264,424

　その他 585,955

　販売費及び一般管理費合計 850,379

営業利益 126,325

営業外収益

　受取利息 2,679

　受取配当金 19,720

　その他 9,348

　営業外収益合計 31,748

営業外費用

　支払利息 513

　売上割引 6,132

　たな卸資産廃棄損 34,088

　その他 19,953

　営業外費用合計 60,687

経常利益 97,386

特別損失

　固定資産廃棄損 5,713

　固定資産売却損 5,537

　その他 2,000

　特別損失合計 13,251

税金等調整前四半期純利益 84,135

法人税等 62,283

少数株主損失（△） △32,186

四半期純利益 54,038

［訂正後］
（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日)

売上高 6,812,725

売上原価 5,866,512

売上総利益 946,213

販売費及び一般管理費

　運搬費 264,424

　その他 585,955

　販売費及び一般管理費合計 850,379

営業利益 95,833

営業外収益

　受取利息 2,679

　受取配当金 19,720

　その他 9,348

　営業外収益合計 31,748

営業外費用

　支払利息 513

　売上割引 6,132

　たな卸資産廃棄損 3,597

　支払補償費 11,667

　その他 8,285

　営業外費用合計 30,196

経常利益 97,386

特別損失

　固定資産廃棄損 5,713

　固定資産売却損 5,537

　その他 2,000

　特別損失合計 13,251

税金等調整前四半期純利益 84,135

法人税等 62,283

少数株主損失（△） △32,186

四半期純利益 54,038

以上

2



平成21年3月期 第2四半期決算短信 

平成20年10月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本ユピカ株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 7891 URL http://www.u-pica.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 荻野 富弘

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 池端 敏廣 TEL 03-6850-0261

四半期報告書提出予定日 平成20年11月12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）

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 6,812 ― 95 ― 97 ― 54 ―

20年3月期第2四半期 6,533 △0.4 93 △52.5 93 △46.0 △23 ―

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 9.83 ―

20年3月期第2四半期 △4.34 ―

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 12,539 6,729 50.4 1,149.95
20年3月期 12,157 6,758 51.9 1,148.50

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,322百万円 20年3月期  6,315百万円

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 ― ― ― 7.00 7.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 7.00

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 14,700 11.0 210 △10.1 190 △10.8 110 53.1 20.01

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、２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、２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．上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結
果と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。 
 なお、当第２四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す
る内閣府令」（平成20年8月7日 内閣府令第50号）附則第7条第1項第5号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。  

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 無

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  5,500,000株 20年3月期  5,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,758株 20年3月期  962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  5,498,640株 20年3月期第2四半期  5,499,038株
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	四半期連結貸借対照表 (2)


