
平成21年2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３四半期決算短信」の一部訂正について

　平成21年2月5日に公表いたしました「平成21年3月期 第３四半期決算短信」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3四半期の連結業績　 (1) 連結経営成績（累計）　　（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3四半期連結累計期間】　　（６ページ）

２．訂正理由 ： 　連結子会社において、「支払利息」、「為替差損」を「販売費及び一般管理費」に含めていた
ものを「営業外費用」に訂正したものであります。また、「為替差益」と「為替差損」を相殺し、
相殺後の「為替差損」を「営業外費用　その他」に含めております。

３．訂正内容
１．平成21年3月期第3四半期の連結業績
　 (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3四半期 10,079 － 156 － 155 － 97 －
20年3月期第3四半期 10,017 1.3 166 △47.9 160 △45.4 13 △91.6

（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3四半期 10,079 － 161 － 155 － 97 －
20年3月期第3四半期 10,017 1.3 166 △47.9 160 △45.4 13 △91.6



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3四半期連結累計期間】

［訂正前］
（単位：千円）

当第3四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日

至　平成20年12月31日)

売上高 10,079,936

売上原価 8,646,928

売上総利益 1,433,008

販売費及び一般管理費

　運搬費 398,150

　その他 878,422

　販売費及び一般管理費合計 1,276,572

営業利益 156,435

営業外収益

　受取利息 4,059

　受取配当金 20,265

　その他 14,232

　営業外収益合計 38,557

営業外費用

　支払利息 591

　売上割引 10,542

　たな卸資産廃棄損 3,597

　支払補償費 11,667

　その他 12,930

　営業外費用合計 39,329

経常利益 155,663

特別利益

　貸倒引当金戻入額 5,526

　特別利益合計 5,526

特別損失

　固定資産廃棄損 6,158

　固定資産売却損 5,537

　その他 4,365

　特別損失合計 16,061

税金等調整前四半期純利益 145,129

法人税等 110,187

少数株主損失（△） △62,360

四半期純利益 97,302

［訂正後］

（単位：千円）

当第3四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日

至　平成20年12月31日)

売上高 10,079,936

売上原価 8,646,928

売上総利益 1,433,008

販売費及び一般管理費

　運搬費 398,150

　その他 872,927

　販売費及び一般管理費合計 1,271,077

営業利益 161,930

営業外収益

　受取利息 4,059

　受取配当金 20,265

　その他 10,947

　営業外収益合計 35,271

営業外費用

　支払利息 4,443

　売上割引 10,542

　たな卸資産廃棄損 3,597

　支払補償費 11,667

　その他 11,287

　営業外費用合計 41,539

経常利益 155,663

特別利益

　貸倒引当金戻入額 5,526

　特別利益合計 5,526

特別損失

　固定資産廃棄損 6,158

　固定資産売却損 5,537

　その他 4,365

　特別損失合計 16,061

税金等調整前四半期純利益 145,129

法人税等 110,187

少数株主損失（△） △62,360

四半期純利益 97,302

以上



平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月5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21年2月12日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 10,079 ― 161 ― 155 ― 97 ―

20年3月期第3四半期 10,017 1.3 166 △47.9 160 △45.4 13 △91.6

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3四半期 17.70 ―

20年3月期第3四半期 2.49 ―

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3四半期 12,826 6,733 49.6 1,156.74
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3四半期  6,360百万円 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  有  
 

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 12,100 △8.6 0 △100.0 △20 △109.4 0 △100.0 0.00

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３四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年12月31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3四半期  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3四半期  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3四半期  5,498,640株 20年3月期第3四半期  5,499,038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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,452,431 2,064,994

受取手形及び売掛金 5,142,678 4,614,357

商品及び製品 940,554 867,903

仕掛品 90,044 78,162

原材料及び貯蔵品 477,157 339,095

その他 654,816 740,804

貸倒引当金 △2,307 △2,307

流動資産合計 8,755,375 8,703,010

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 862,601 891,996

機械装置及び運搬具（純額） 1,014,455 743,590

土地 1,340,442 1,340,442

その他（純額） 261,104 82,056

有形固定資産合計 3,478,603 3,058,086

無形固定資産 16,390 18,134

投資その他の資産   

その他 578,807 407,405

貸倒引当金 △2,565 △28,849

投資その他の資産合計 576,242 378,556

固定資産合計 4,071,235 3,454,778

資産合計 12,826,611 12,157,788

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,717,225 4,097,316

短期借入金 153,300 67,400

未払法人税等 14,784 123,226

引当金 47,697 82,520

その他 335,343 246,755

流動負債合計 5,268,350 4,617,218

固定負債   

退職給付引当金 427,377 399,312

役員退職慰労引当金 53,367 45,155

再評価に係る繰延税金負債 312,532 312,532

その他 31,546 24,665

固定負債合計 824,824 781,666

負債合計 6,093,174 5,398,885



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,100,900 1,100,900

資本剰余金 889,640 889,640

利益剰余金 3,891,744 3,832,935

自己株式 △905 △634

株主資本合計 5,881,379 5,822,840

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,900 16,180

土地再評価差額金 468,798 468,798

為替換算調整勘定 △14 7,821

評価・換算差額等合計 478,684 492,801

少数株主持分 373,372 443,261

純資産合計 6,733,436 6,758,903

負債純資産合計 12,826,611 12,157,788



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,079,936

売上原価 8,646,928

売上総利益 1,433,008

販売費及び一般管理費  

運搬費 398,150

その他 872,927

販売費及び一般管理費合計 1,271,077

営業利益 161,930

営業外収益  

受取利息 4,059

受取配当金 20,265

その他 10,947

営業外収益合計 35,271

営業外費用  

支払利息 4,443

売上割引 10,542

たな卸資産廃棄損 3,597

支払補償費 11,667

その他 11,287

営業外費用合計 41,539

経常利益 155,663

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,526

特別利益合計 5,526

特別損失  

固定資産廃棄損 6,158

固定資産売却損 5,537

その他 4,365

特別損失合計 16,061

税金等調整前四半期純利益 145,129

法人税等 110,187

少数株主損失（△） △62,360

四半期純利益 97,302



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 145,129

減価償却費 189,970

売上債権の増減額（△は増加） △556,309

たな卸資産の増減額（△は増加） △223,894

仕入債務の増減額（△は減少） 648,859

その他 △245,086

小計 △41,331

利息及び配当金の受取額 24,324

利息の支払額 △4,597

法人税等の支払額 △218,047

営業活動によるキャッシュ・フロー △239,651

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △420,964

その他 7,916

投資活動によるキャッシュ・フロー △413,048

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 154,750

長期借入金の返済による支出 △67,400

自己株式の取得による支出 △270

配当金の支払額 △38,479

財務活動によるキャッシュ・フロー 48,600

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,462

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △612,562

現金及び現金同等物の期首残高 2,564,994

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,952,431




