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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 6,002 5.3 49 △53.4 46 △53.3 26 △10.8
23年3月期第2四半期 5,703 16.8 106 △20.8 98 △28.5 29 △65.9

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △36百万円 （―％）

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2四半期 4.85 ―
23年3月期第2四半期 5.44 ―

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2四半期 12,020 6,869 55.3 1,209.17
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2四半期  6,646百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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対する記述は、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2Q 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2Q 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2Q 5,496,663 株 23年3月期2Q 5,497,916 株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災や原発事故の影響により、全体とし

ては厳しい状況にあるものの、政策効果もあり住宅建設の持ち直しや企業によるサプライチェーンの迅

速な立て直し、一般消費における家電関連の買い替え需要などをはじめとして一部に回復の兆しが見え

始めております。しかしながら世界経済に目を向けると、ギリシャに端を発した欧州の経済危機は依然

くすぶり続けており、米国においても景気回復策や失業者対策は成果が得られず、これらが要因となり

円相場が高止まりを続けております。 

 国内の鉱工業生産は４月より５ヶ月連続で上昇しており、ほぼ震災前の水準に戻り震災の影響からは

回復しつつありますが、復興需要の先行きは不透明であります。また雇用情勢の改善も進まず、個人消

費は低水準ながら回復基調にあるものの物価動向はデフレ状況を脱していないなど、経営環境は予断を

許さない情勢が続いております。 

 当社グループの関連する樹脂業界におきましては、国内の住宅着工件数は昨年からの回復基調が継続

しており、住宅・建築資材用途の推移は増加傾向にあります。また、公共投資は低調に推移しておりま

すが国内の設備投資は回復の趨向であることから、工業資材用途であるタンク・パイプも堅調に推移

し、全体として出荷量は増加いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループは樹脂材料におきましては、震災の影響を受け建設資材用途や

自動車関連の出荷につきましては低調となりましたものの、震災復旧需要を受け、主力の住宅関連用途

や公共事業に関連する工業資材用途では業界同様に出荷増となりました。機能化学品は自動車関連用

途・電子材料用途が低調に推移し、製品全般にわたって出荷減となりました。一方、当社の中国子会社

は、売上高は増加いたしましたが、収益面では依然として厳しい状況が続いております。グループ全体

といたしましては当第２四半期連結累計期間の利益は確保することができました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高60億2百万円（前年同期比5.3％増）、経常利

益46百万円（前年同期比53.3％減）、四半期純利益26百万円（前年同期比10.8％減）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、流動資産では、現金及び預金の増加１億11百万円、たな

卸資産の増加１億62百万円等があり、また、固定資産は34百万円増加となり、総資産は前連結会計年度

末と比較して３億16百万円増加の120億20百万円となりました。流動負債では、支払手形及び買掛金の

増加１億29百万円、短期借入金の増加１億3百万円等があり、負債合計は、前連結会計年度末と比較し

て３億53百万円増加し、51億51百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末と比較して37百万円

減少し、68億69百万円となりました。 

  

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。 

  

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
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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。 

  

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

日本ユピカ㈱（7891）平成24年3月期　第２四半期決算短信

3



４．四半期連結財務諸表
（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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,901,722 2,013,032

受取手形及び売掛金 4,216,015 4,219,445

商品及び製品 799,168 977,867

仕掛品 62,606 63,659

原材料及び貯蔵品 451,788 434,433

その他 655,260 659,813

貸倒引当金 △2,001 △2,001

流動資産合計 8,084,560 8,366,250

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 782,773 775,466

機械装置及び運搬具（純額） 864,281 892,638

土地 1,340,442 1,340,442

その他（純額） 76,582 94,294

有形固定資産合計 3,064,080 3,102,841

無形固定資産 11,168 11,290

投資その他の資産

その他 544,064 539,984

貸倒引当金 △200 △200

投資その他の資産合計 543,864 539,784

固定資産合計 3,619,114 3,653,916

資産合計 11,703,674 12,020,166

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,127,999 3,257,337

短期借入金 357,789 461,390

未払法人税等 107,250 51,705

引当金 74,948 77,742

その他 228,687 371,546

流動負債合計 3,896,675 4,219,721

固定負債

退職給付引当金 467,518 473,905

役員退職慰労引当金 58,434 62,040

再評価に係る繰延税金負債 312,532 312,532

資産除去債務 23,439 23,517

その他 38,834 59,332

固定負債合計 900,760 931,329

負債合計 4,797,435 5,151,050
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９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 4,232,206

自己株式 △1,400 △1,400

株主資本合計 6,233,143 6,221,346

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 20,579

土地再評価差額金 468,798 468,798

為替換算調整勘定 △68,236 △64,312

その他の包括利益累計額合計 423,162 425,065

少数株主持分 249,932 222,703

純資産合計 6,906,238 6,869,116

負債純資産合計 11,703,674 12,020,166
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（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２四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 5,703,125 6,002,859

売上原価 4,791,873 5,134,101

売上総利益 911,252 868,758

販売費及び一般管理費

運搬費 250,015 247,486

その他 554,396 571,487

販売費及び一般管理費合計 804,411 818,973

営業利益 106,840 49,784

営業外収益

受取利息 1,668 1,677

受取配当金 8,823 8,730

その他 1,760 2,707

営業外収益合計 12,252 13,115

営業外費用

支払利息 9,459 8,824

売上割引 3,703 4,103

その他 7,151 3,817

営業外費用合計 20,315 16,745

経常利益 98,778 46,154

特別損失

固定資産除却損 4,192 1,533

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 44,826 1,533

税金等調整前四半期純利益 53,951 44,621

法人税等 74,213 48,940

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △20,261 △4,319

少数株主損失（△） △50,160 △30,999

四半期純利益 29,898 26,680
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △20,261 △4,319

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △6,361 △2,021

為替換算調整勘定 △10,175 7,694

その他の包括利益合計 △16,536 5,673

四半期包括利益 △36,798 1,353

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 18,347 28,583

少数株主に係る四半期包括利益 △55,146 △27,229
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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 53,951 44,621

減価償却費 148,472 145,782

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 40,634 －

売上債権の増減額（△は増加） 42,164 △429

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,749 △160,250

仕入債務の増減額（△は減少） 86,435 128,684

その他の流動資産の増減額（△は増加） △83,374 △7,456

その他 23,696 41,586

小計 333,730 192,537

利息及び配当金の受取額 10,491 10,407

利息の支払額 △9,459 △8,824

法人税等の支払額 △189,362 △105,642

営業活動によるキャッシュ・フロー 145,399 88,477

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 △6,870 △35,311

貸付けによる支出 △21,000 －

その他 △281 △534

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,151 △35,846

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 172,549 98,865

リース債務の返済による支出 △3,049 △6,345

自己株式の取得による支出 △302 －

配当金の支払額 △38,308 △35,086

少数株主からの払込みによる収入 152,051 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 282,940 57,432

現金及び現金同等物に係る換算差額 394 1,245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 400,583 111,310

現金及び現金同等物の期首残高 2,368,569 2,401,722

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,769,153 2,513,032
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（６）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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