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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 2,983 7.5 37 △47.6 40 △42.0 23 75.1
23年3月期第1四半期 2,776 20.5 70 139.0 70 79.8 13 △43.0

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 13百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △18百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 4.36 ―
23年3月期第1四半期 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

24年3月期第1四半期 11,976 6,888 55.5 1,209.48
23年3月期 11,703 6,906 56.9 1,210.97
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,648百万円 23年3月期  6,656百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 7.00 7.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 6,200 8.7 50 △53.2 40 △59.5 0 ― ―
通期 12,900 11.0 250 △37.3 220 △41.1 100 △50.3 18.19



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（その他）に関する事項 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 5,500,000 株 23年3月期 5,500,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,337 株 23年3月期 3,337 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,496,663 株 23年3月期1Q 5,498,242 株
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当第１四半期連結累計期間は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による甚大な被害により、

企業の生産活動、個人消費等に大きな影響を生じました。その後、一部復興に向け、回復の兆しが見え

るものの、原発事故による電力供給の不安や風評被害等により、先行き不透明な状況で推移しておりま

す。 

 このような状況の中、当社グループの当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高29億83百万円（前

年同期比7.5％増）、経常利益40百万円（前年同期比42.0％減）、四半期純利益23百万円（前年同期比

75.1％増）と、ほぼ当初の予想に沿った結果となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、流動資産では、現金及び預金の減少54百万円、受取手形

及び売掛金の増加72百万円、たな卸資産の増加１億57百万円等があり、また、固定資産は81百万円増加

となり、総資産は前連結会計年度末と比較して２億72百万円増加の119億76百万円となりました。流動

負債では、支払手形及び買掛金の増加１億64百万円、短期借入金の増加64百万円等があり、負債合計

は、前連結会計年度末と比較して２億90百万円増加し、50億87百万円となりました。純資産は、前連結

会計年度末と比較して17百万円減少し、68億88百万円となりました。 

  

当期の業績予想につきましては、前回発表（平成23年５月13日発表の「平成23年３月期 決算短

信」）から、変更はありません。 

  

法人税等の算出方法 

法人税等は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見

積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人

税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,901,722 1,847,308

受取手形及び売掛金 4,216,015 4,288,079

商品及び製品 799,168 875,009

仕掛品 62,606 107,759

原材料及び貯蔵品 451,788 488,564

その他 655,260 670,849

貸倒引当金 △2,001 △2,001

流動資産合計 8,084,560 8,275,569

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 782,773 773,114

機械装置及び運搬具（純額） 864,281 893,748

土地 1,340,442 1,340,442

その他（純額） 76,582 137,419

有形固定資産合計 3,064,080 3,144,724

無形固定資産 11,168 10,886

投資その他の資産

その他 544,064 545,591

貸倒引当金 △200 △200

投資その他の資産合計 543,864 545,391

固定資産合計 3,619,114 3,701,002

資産合計 11,703,674 11,976,571

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,127,999 3,292,147

短期借入金 357,789 421,971

未払法人税等 107,250 30,634

引当金 74,948 40,096

その他 228,687 386,248

流動負債合計 3,896,675 4,171,099

固定負債

退職給付引当金 467,518 460,272

役員退職慰労引当金 58,434 58,291

再評価に係る繰延税金負債 312,532 312,532

資産除去債務 23,439 23,478

その他 38,834 62,239

固定負債合計 900,760 916,814

負債合計 4,797,435 5,087,914
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30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 4,244,003 4,229,475

自己株式 △1,400 △1,400

株主資本合計 6,233,143 6,218,614

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 22,600 21,032

土地再評価差額金 468,798 468,798

為替換算調整勘定 △68,236 △60,341

その他の包括利益累計額合計 423,162 429,489

少数株主持分 249,932 240,553

純資産合計 6,906,238 6,888,657

負債純資産合計 11,703,674 11,976,571

日本ユピカ㈱（7891）平成24年3月期　第1四半期決算短信

4



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 2,776,295 2,983,139

売上原価 2,309,722 2,538,771

売上総利益 466,572 444,367

販売費及び一般管理費 395,843 407,294

営業利益 70,729 37,072

営業外収益

受取利息 881 768

受取配当金 8,809 8,715

その他 496 1,824

営業外収益合計 10,187 11,308

営業外費用

支払利息 4,710 3,441

売上割引 1,927 2,005

その他 3,616 1,970

営業外費用合計 10,254 7,418

経常利益 70,662 40,962

特別損失

固定資産除却損 1,673 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 40,634 －

特別損失合計 42,307 －

税金等調整前四半期純利益 28,355 40,962

法人税等 41,663 33,979

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△13,308 6,983

少数株主損失（△） △26,987 △16,965

四半期純利益 13,678 23,948
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 △13,308 6,983

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,400 △1,568

為替換算調整勘定 1,552 7,895

その他の包括利益合計 △4,848 6,326

四半期包括利益 △18,157 13,310

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8,069 26,406

少数株主に係る四半期包括利益 △26,226 △13,096
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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