
 

                                                                  平成 21 年５月13 日 

    各    位 

 

会社名 ユニパルス株式会社 

代表者名 代表取締役会長兼社長    吉本 喬美

（コード番号 ６８４２    東証第二部） 

問合せ先  常務取締役経営統括本部長 和田 倫幸 

ＴＥＬ 03－5148－3000 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年 9 月期 第 2 四半期決算短信」の一部訂正について 

 

平成21 年５月１日に発表いたしました「平成21 年9 月期 第2 四半期決算短信」の内容に一部訂正がありましたので、お

知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。 

訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 

【１ページ】 

1.  平成21 年9 月期第2 四半期の連結業績（平成20 年10 月1 日～平成21 年3 月31 日） 

(2)連結財政状態 

 

【訂正前】 

 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9 月期第2 四半期 8,478 4,849 57.2 920.32

20 年9 月期 7,736 4,979 64.4 934.55

（参考） 自己資本     21 年9 月期第2 四半期  4,847 百万円     20 年9 月期  4,979 百万円 

 

【訂正後】 

 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9 月期第2 四半期 8,478 4,849 57.2 920.07

20 年9 月期 7,736 4,979 64.4 934.55

（参考） 自己資本     21 年9 月期第2 四半期  4,847 百万円     20 年9 月期  4,979 百万円 

 

以上 



平成21年9月期 第2四半期決算短信 
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（百万円未満切捨て）
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配当支払開始予定日 ―

1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3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9月期第2四半期 1,927 ― △11 ― 3 ― △27 ―

20年9月期第2四半期 2,692 5.9 370 88.8 378 72.2 231 ―

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9月期第2四半期 △5.11 ―

20年9月期第2四半期 43.06 ―

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9月期第2四半期 8,478 4,849 57.2 920.07
20年9月期 7,736 4,979 64.4 934.55

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  4,847百万円 20年9月期  4,979百万円

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9月期 ― ― ― 15.00 15.00
21年9月期 ― ―

21年9月期 
（予想）

― 15.00 15.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 4,097 △27.6 △63 ― △27 ― △125 ― △24.91
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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）  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、４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、４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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業
績等は、様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は４ ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予
想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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。 

新規 1社 （社名 株式会社ナノテックス ） 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9月期第2四半期 5,377,500株 20年9月期  5,377,500株

② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  108,500株 20年9月期  48,800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 5,304,640株 20年9月期第2四半期 5,374,368株
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