
 

平成23年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成22年８月５日 

 
上 場 会 社 名 ユニプレス株式会社 上場取引所 東 
コ ー ド 番 号 ５９４９ ＵＲＬ http://www.unipres.co.jp 
代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名)仁藤 哲   
問合せ先責任者 (役職名) 常務執行役員経理部長 (氏名)森田 幸彦 (TEL) (045)470-8631 
四半期報告書提出予定日 平成22年８月６日 配当支払開始予定日 ― 
四半期決算補足説明資料作成の有無  ：無   
四半期決算説明会開催の有無  ：無  

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
(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 ％

23年３月期第１四半期 49,541 47.8 4,914 385.7 4,461 421.4 2,742 343.6
22年３月期第１四半期 33,512 △24.2 1,011 △64.7 855 △62.1 618 △35.2
 

 
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

23年３月期第１四半期 67.91 58.96
22年３月期第１四半期 15.58 13.57
 
(2) 連結財政状態 

 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

23年３月期第１四半期 131,217 63,003 43.8 1,417.20
22年３月期 133,169 62,138 41.7 1,377.83
（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 57,445百万円 22年３月期 55,500百万円 

 
２．配当の状況 

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 

22年３月期 － 7.50 － 12.50 20.00 
23年３月期 －  
23年３月期(予想)  10.00 10.00 20.00 
（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23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） 

 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) 

100,000 29.8 8,800 98.9 8,000 97.9 4,600 101.3 113.48

通     期 197,000 12.1 15,000 23.0 14,000 18.6 8,300 27.0 204.76
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：有 
 

 



 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２．その他の情報」をご覧ください。） 
 
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 
新規 －社 （  ）、除外 －社 （  ）  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 
（注）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の有無となります。 

  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 40,969,461株 22年３月期 40,801,677株
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 434,812株 22年３月期 520,601株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 40,389,014株 22年３月期１Ｑ 39,683,561株

 
 
（※ 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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は実施中でありま
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等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。なお、上記予想に関する事項は、四半期決算短信［添付資料］３ページ「１．当四半期の
連結業績等に関する定性的情報」の「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 
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１．当四半期の連結業績等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 

当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては、増産等の影響により495億円（前年同期

比160億円増、47.8％増）となりました。収益につきましても、従来より取り組んできたＵＰＳ（ユニプレス生

産システム）活動を柱とした合理化及び国内の車体部品・トランスミッション部品工場の再配置の実施による

収益改善に努めた結果、営業利益は49億円（同39億円増、385.7％増）、経常利益は44億円（同36億円増、

421.4％増）、四半期純利益は27億円（同21億円増、343.6％増）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

① 日本 

当社グループの売上高は、増産の影響により291億円（前年同期比80億円増、38.2％増）となり、営業

利益は30億円（前年同期は１億円の営業損失）となりました。 

② 北米 

当社グループの売上高は、増産の影響により65億円（前年同期比24億円増、62.1％増）となり、営業利

益は５億円（前年同期は２億円の営業損失）となりました。 

③ 欧州 

当社グループの売上高は、増産の影響により48億円（前年同期比17億円増、59.2％増）となり、営業利

益は６億円（同３億円増、90.3％増）となりました。 

④ アジア 

当社グループの売上高は、増産の影響により89億円（同36億円増、68.6％増）となり、営業利益は８億

円（同６千万円減、7.2％減）となりました。なお、ユニプレスタイは本年２月、ユニプレスインドは本年

６月よりそれぞれ得意先への本格納入を開始しております。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金が５億円増加したものの、有形固定

資産の減価償却が進み20億円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ19億円減の1,312億円となりま

した。 

負債につきましては、支払手形及び買掛金が13億円、有利子負債が７億円減少したこと等により、前連結

会計年度末に比べ28億円減の682億円となりました。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ８億円増の630億円となり、自己資本比率は前連結会計年

度末に比べ2.1ポイントプラスの43.8％となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ６億円減少し、51

億円となりました。 

当第１四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

（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を43億円計上したこと等により、46億円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有形固定資産を19億円取得した結果、19億円の支出となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

長期借入金を18億円、ファイナンス・リース債務を12億円それぞれ返済したこと等により、32億円の支出

となりました。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間は、増産の影響により、売上高、利益ともに当初予想を上回りました。このよう

な状況を踏まえ、平成22年５月13日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を修

正いたしました。 

なお、当該予想数値の修正に関する事項は、本日（平成22年８月５日）公表の「業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

（注）前連結会計年度に設立した非連結子会社「ユニプレスタイ」を、当第１四半期連結会計期間より連

結の範囲に含めておりますが、特定子会社には該当しません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

② 特有の会計処理 

 税金費用の計算  

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。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理の原則・手続の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日）を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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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：百万円)

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 5,139  5,744

  受取手形及び売掛金 22,184  21,602

  有償支給未収入金 3,946  3,359

  製品 8,599  8,733

  仕掛品 3,730  4,038

  原材料及び貯蔵品 3,106  3,033

  短期貸付金 116  110

  繰延税金資産 2,657  2,577

  その他 2,824  2,450

  貸倒引当金 △2  △21

  流動資産合計 52,302  51,627

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 16,092  15,369

   機械装置及び運搬具（純額） 25,120  25,758

   工具、器具及び備品（純額） 8,330  6,485

   土地 7,806  7,805

   リース資産（純額） 7,146  8,128

   建設仮勘定 3,376  6,417

   有形固定資産合計 67,872  69,965

  無形固定資産 2,401  2,523

  投資その他の資産  

   投資有価証券 3,320  3,812

   繰延税金資産 4,117  3,990

   その他 1,233  1,280

   貸倒引当金 △30  △30

   投資その他の資産合計 8,640  9,052

  固定資産合計 78,915  81,541

 資産合計 131,217  133,169
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  (単位：百万円)

 
当第１四半期 
連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 14,821  16,174

  短期借入金 8,015  6,867

  1年内償還予定の新株予約権付社債 6,500  6,700

  リース債務 4,303  4,697

  未払金 9,821  7,329

  未払法人税等 1,703  3,152

  賞与引当金 1,085  2,370

  役員賞与引当金 27  97

  その他 3,844  3,179

  流動負債合計 50,123  50,568

 固定負債  

  長期借入金 7,671  9,351

  リース債務 2,925  3,581

  繰延税金負債 2,244  2,144

  退職給付引当金 3,913  4,002

  役員退職慰労引当金 310  322

  環境対策引当金 60  60

  その他 965  1,000

  固定負債合計 18,090  20,462

 負債合計 68,214  71,030

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 5,859  5,759

  資本剰余金 6,681  6,535

  利益剰余金 49,909  47,738

  自己株式 △291  △350

  株主資本合計 62,159  59,682

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 113  402

  為替換算調整勘定 △4,827  △4,584

  評価・換算差額等合計 △4,713  △4,182

 新株予約権 645  628

 少数株主持分 4,912  6,009

 純資産合計 63,003  62,138

負債純資産合計 131,217  133,169
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(2) 【四半期連結損益計算書】 

【第１四半期連結累計期間】 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

売上高 33,512  49,541

売上原価 29,631  40,852

売上総利益 3,880  8,688

販売費及び一般管理費 2,869  3,773

営業利益 1,011  4,914

営業外収益  

 受取利息 20  10

 受取配当金 0  5

 為替差益 26  －

 持分法による投資利益 －  64

 雇用調整助成金 57  －

 その他 44  75

 営業外収益合計 149  156

営業外費用  

 支払利息 169  131

 持分法による投資損失 41  －

 為替差損 －  415

 その他 94  62

 営業外費用合計 305  609

経常利益 855  4,461

特別利益  

 固定資産売却益 6  14

 その他 －  2

 特別利益合計 6  16

特別損失  

 固定資産処分損 －  133

 抱合せ株式消滅差損 296  －

 その他 17  40

 特別損失合計 313  173

税金等調整前四半期純利益 548  4,304

法人税、住民税及び事業税 198  1,352

法人税等調整額 △158  139

法人税等合計 39  1,491

少数株主損益調整前四半期純利益 －  2,813

少数株主利益又は少数株主損失（△） △108  70

四半期純利益 618  2,742
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第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) 

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 548  4,304

 減価償却費 3,849  3,973

 賞与引当金の増減額（△は減少） 782  △1,283

 受取利息及び受取配当金 △20  △16

 支払利息 169  131

 持分法による投資損益（△は益） 41  △64

 固定資産処分損益（△は益） 10  118

 売上債権の増減額（△は増加） △1,832  △563

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,489  409

 仕入債務の増減額（△は減少） 745  △2,186

 未払金の増減額（△は減少） 718  2,447

 その他 △159  548

 小計 3,366  7,818

 利息及び配当金の受取額 41  43

 利息の支払額 △169  △131

 法人税等の支払額 △264  △3,053

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,972  4,676

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 短期貸付金の増減額（△は増加） △3  △6

 有形固定資産の取得による支出 △1,917  △1,909

 有形固定資産の売却による収入 5  14

 無形固定資産の取得による支出 △13  △24

 その他 △2  1

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,931  △1,924

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増減額（△は減少） 791  1,362

 社債の償還による支出 △20  －

 長期借入れによる収入 1,033  124

 長期借入金の返済による支出 △1,307  △1,860

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △1,136  △1,284

 自己株式の純増減額（△は増加） 77  82

 少数株主への払戻による支出 －  △1,190

 配当金の支払額 △297  △503

 少数株主への配当金の支払額 △102  △17

 財務活動によるキャッシュ・フロー △962  △3,288

現金及び現金同等物に係る換算差額 87  △98

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 167  △634

現金及び現金同等物の期首残高 3,198  5,744

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 －  29

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 

1  －

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,367  5,139
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

自動車用部品製造業の占める割合が、全セグメントの売上高、営業利益のいずれも90％を超えるので、記載を

省略しております。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 

 
日本 

(百万円) 

北米 

(百万円)

欧州 

(百万円)

アジア 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は 

全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に対する 
売上高 

21,119 4,017 3,037 5,337 33,512 － 33,512

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,065 0 － 53 2,119 △2,119 －

計 23,185 4,017 3,037 5,390 35,631 △2,119 33,512

営業利益又は営業損失
(△) 

△119 △256 366 934 924 87 1,011

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国 

(1）北米 … アメリカ、メキシコ 

(2）欧州 … イギリス 

(3）アジア … 中国、インド 

 

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,017 3,629 6,193 13,840

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 33,512

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

12.0 10.8 18.5 41.3

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国 

(1) 北米 … アメリカ、メキシコ 

(2) 欧州 … イギリス 

(3) アジア … 中国、インド 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国における売上高です。 
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【セグメント情報】 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号  平

成20年３月21日）を適用しております。 

 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、主に自動車部品等を生産・販売しており、国内においては当社、ユニプレス九州及びその他の国内子

会社が、海外においては北米（米国、メキシコ）、欧州（英国）、アジア（中国、インド、タイ）の各地域をユ

ニプレスノースアメリカ（米国）、ユニプレスイギリス（英国）、ユニプレス広州（中国）及びその他の海外子

会社が、それぞれ担当しております。各子会社はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地

域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「北

米」、「欧州」及び「アジア」の４つのセグメントとしております。 

 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第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） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)２ 

売上高    

  外部顧客への売上高 29,195 6,512 4,836 8,996 49,541 － 49,541

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

4,595 2 0 57 4,655 △4,655 －

計 33,791 6,514 4,836 9,054 54,196 △4,655 49,541

セグメント利益 3,060 575 697 867 5,201 △286 4,914

(注) １. セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

３．地域に関する情報 

売上高 

（単位：百万円） 

日本 北米 欧州 アジア 計 

29,758 6,514 4,838 8,428 49,541

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 


