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（百万円未満切捨て） 

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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 ％

25年３月期第３四半期 177,983 2.0 14,242 △24.4 14,608 △18.8 8,880 △15.2
24年３月期第３四半期 174,420 8.3 18,827 18.1 17,995 22.8 10,472 16.5
（注）包括利益  25年３月期第３四半期  10,438百万円（30.3％）  24年３月期第３四半期  8,010百万円

（27.9％） 

 

 
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

25年３月期第３四半期 188.95 186.64
24年３月期第３四半期 225.31 221.22
 

(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

25年３月期第３四半期 154,672 97,621 59.1 
24年３月期 155,312 88,068 53.4 
（参考）自己資本    25年３月期第３四半期  91,487百万円  24年３月期  82,862百万円 

 

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 

24年３月期 － 10.00 － 15.00 25.00 
25年３月期 － 12.50 －  
25年３月期(予想)  12.50 25.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

通      期 240,000 0.4 20,000 △18.8 19,000 △21.7 11,300 △22.2 240.18
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 



 

※ 注記事項 
 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ：有 

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
新規 １ 社  （社名） ユニプレス鄭州 

 
、除外 － 社  （社名  ） 

  

(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 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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

 

(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) 25年３月期３Ｑ 47,080,573株 24年３月期 46,959,773株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 31,900株 24年３月期 31,858株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 25年３月期３Ｑ 47,002,782株 24年３月期３Ｑ 46,480,539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ますが、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連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

 

※ 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］２ページ「１．当四半期決算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」をご覧くだ

さい。 
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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 

当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結業績は、売上高につきましては、国内における減産影響と

為替影響はあるものの、得意先の各拠点における新車展開に伴う増産効果と販売用型設備の販売増並びに新規

拠点の本格稼動等により、1,779億円（前年同期比35億円増、2.0％増）となりました。一方利益につきまして

は、当社グループをあげて取り組んでおりますＵＰＳ（ユニプレス生産システム）活動を柱とした合理化成果

はあるものの、各拠点における相次ぐ新車展開に係る費用負担増等により、営業利益は142億円（同45億円減、

24.4％減）、経常利益は146億円（同33億円減、18.8％減）、四半期純利益は88億円（同15億円減、15.2％減）

となりました。 

 

当社は、自動車市場の成長が著しいブラジルにおいて新たなビジネスチャンスを生かすべく、平成24年９月

20日付でマニュエットオートモーティブの子会社であるマニュエットオートモーティブブラジルとの資本・業

務提携に関する覚書をマニュエットオートモーティブとの間で締結いたしました。これにより当社は、マニュ

エットオートモーティブブラジルの資本を40％取得する予定であります。 

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 日本 

当セグメントにおきましては、売上高は923億円（前年同期比76億円減、7.6％減）となり、セグメント利

益（営業利益）は74億円（同39億円減、34.6％減）となりました。 

② 北米 

当セグメントにおきましては、売上高は259億円（同48億円増、22.8％増）となり、セグメント利益は10億

円（同10億円減、51.4％減）となりました。 

③ 欧州 

当セグメントにおきましては、売上高は172億円（同８億円増、5.1％増）となり、セグメント利益は15億

円（同２億円減、13.5％減）となりました。 

④ アジア 

当セグメントにおきましては、中国のユニプレス精密広州の本格稼動等により、売上高は423億円（同55億

円増、15.0％増）となり、セグメント利益は47億円（同５億円増、11.9％増）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、得意先の新車展開に伴い販売用型設備等のたな卸資産が43

億円、有形固定資産が74億円それぞれ増加し、一方受取手形及び売掛金が105億円、現金及び預金が33億円それ

ぞれ減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ６億円減の1,546億円となりました。 

負債につきましては、支払手形及び買掛金が54億円、未払法人税等が40億円それぞれ減少したこと等により、

前連結会計年度末に比べ101億円減の570億円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金が75億円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ95億円増の976

億円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ5.7ポイントプラスの59.1％となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期の通期連結業績予想につきましては、概ね予想の範囲内で推移していることから、平成24年

11月14日に公表いたしました予想を変更しておりません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 新規連結：ユニプレス鄭州  

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間から、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産につきましては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、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。 
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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)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 11,536  8,175

  受取手形及び売掛金 36,686  26,160

  たな卸資産 20,482  24,874

  その他 10,123  11,373

  貸倒引当金 △1  △0

  流動資産合計 78,827  70,583

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 16,075  16,432

   機械装置及び運搬具（純額） 27,868  28,034

   土地 8,281  8,261

   建設仮勘定 4,624  8,678

   その他（純額） 7,682  10,601

   有形固定資産合計 64,532  72,008

  無形固定資産 2,084  1,735

  投資その他の資産  

   投資有価証券 4,237  4,708

   その他 5,634  5,640

   貸倒引当金 △4  △4

   投資その他の資産合計 9,867  10,345

  固定資産合計 76,484  84,089

 資産合計 155,312  154,672
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間

(平成24年12月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 20,484  15,016

  短期借入金 6,782  7,219

  未払法人税等 5,395  1,331

  賞与引当金 2,674  1,256

  その他の引当金 149  81

  その他 15,817  16,771

  流動負債合計 51,302  41,677

 固定負債  

  長期借入金 6,655  5,916

  退職給付引当金 4,023  3,969

  その他の引当金 143  150

  その他 5,118  5,338

  固定負債合計 15,941  15,373

 負債合計 67,243  57,051

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 9,470  9,546

  資本剰余金 10,527  10,604

  利益剰余金 72,057  79,645

  自己株式 △14  △14

  株主資本合計 92,040  99,782

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 158  112

  為替換算調整勘定 △9,202  △8,267

  在外子会社の年金債務調整額 △134  △141

  その他の包括利益累計額合計 △9,178  △8,295

 新株予約権 406  371

 少数株主持分 4,799  5,762

 純資産合計 88,068  97,621

負債純資産合計 155,312  154,672
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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３四半期連結累計期間 

  (単位:百万円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 174,420  177,983

売上原価 144,003  151,575

売上総利益 30,417  26,407

販売費及び一般管理費 11,590  12,164

営業利益 18,827  14,242

営業外収益  

 受取利息 88  71

 受取配当金 50  40

 為替差益 －  397

 持分法による投資利益 163  74

 その他 167  242

 営業外収益合計 469  826

営業外費用  

 支払利息 364  335

 為替差損 827  －

 その他 109  125

 営業外費用合計 1,300  460

経常利益 17,995  14,608

特別利益  

 固定資産売却益 45  42

 関係会社株式売却益 －  38

 その他 0  －

 特別利益合計 45  81

特別損失  

 固定資産処分損 62  108

 特別損失合計 62  108

税金等調整前四半期純利益 17,979  14,581

法人税等 7,106  5,276

少数株主損益調整前四半期純利益 10,872  9,304

少数株主利益 400  423

四半期純利益 10,472  8,880
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四半期連結包括利益計算書 

第３四半期連結累計期間 

  (単位:百万円)

 

前第３四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 10,872  9,304

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △258  △42

 為替換算調整勘定 △2,582  1,194

 在外子会社の年金債務調整額 －  △12

 持分法適用会社に対する持分相当額 △21  △6

 その他の包括利益合計 △2,862  1,133

四半期包括利益 8,010  10,438

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 8,175  9,763

 少数株主に係る四半期包括利益 △165  675
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

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 

前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 99,993 21,133 16,457 36,835 174,420 － 174,420

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

13,563 6 5 574 14,149 △14,149 －

計 113,557 21,139 16,463 37,410 188,570 △14,149 174,420

セグメント利益 11,360 2,123 1,807 4,278 19,569 △742 18,827

(注) １．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。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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 92,371 25,956 17,296 42,359 177,983 － 177,983

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

21,572 29 5 1,789 23,397 △23,397 －

計 113,943 25,986 17,301 44,148 201,381 △23,397 177,983

セグメント利益 7,429 1,032 1,562 4,788 14,812 △569 14,242

(注) １. 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。 

 

 

(5) 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。 

 


