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(百万円未満切捨て)
１．平成26年３月期の連結業績（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期 289,491 21.7 15,435 △3.7 17,518 △3.5 8,208 △26.8

25年３月期 237,832 △0.5 16,025 △34.9 18,153 △25.2 11,218 △22.8

(注) 包括利益 26年３月期 19,408 百万円 ( 9.7％) 25年３月期 17,699 百万円 ( 36.4％)
　

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

26年３月期 175.19 173.77 8.2 9.3 5.3

25年３月期 238.50 235.66 12.3 11.2 6.7

(参考) 持分法投資損益 26年３月期 134百万円 25年３月期 121百万円
　

（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

26年３月期 210,955 109,081 48.5 2,431.88

25年３月期 167,805 105,009 58.9 2,094.96

(参考) 自己資本 26年３月期 102,328百万円 25年３月期 98,848百万円
　

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

26年３月期 38,255 △30,783 2,001 20,756

25年３月期 17,882 △23,772 2,764 8,823
　

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
(連結)

純資産
配当率
(連結)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 百万円 ％ ％

25年３月期 － 12.50 － 12.50 25.00 1,178 10.5 1.3

26年３月期 － 12.50 － 12.50 25.00 1,117 14.3 1.1

27年３月期(予想) － 12.50 － 12.50 25.00 －
　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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) 136,000 5.8 6,500 △17.1 6,000 △35.6 2,300 △57.7 54.66

通 期 285,000 △1.6 17,000 10.1 16,500 △5.8 8,000 △2.5 190.12
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※ 注記事項

（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

　 新規 １ 社 (社名) ユニプレスロシア 、除外 ― 社 (社名)

　
（２）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 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無

　
（３）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) 26年３月期 47,410,073 株 25年３月期 47,215,773 株

② 期末自己株式数 26年３月期 5,331,961 株 25年３月期 31,900 株

③ 期中平均株式数 26年３月期 46,852,911 株 25年３月期 47,035,363 株

　

(参考) 個別業績の概要

１．平成26年３月期の個別業績（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（１）個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年３月期 134,573 △6.9 5,505 36.4 7,469 32.2 2,981 △24.1

25年３月期 144,490 △4.9 4,036 △53.6 5,649 △54.2 3,926 △52.2
　

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

26年３月期 63.60 63.08

25年３月期 83.42 82.43
　

（２）個別財政状態

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

26年３月期 103,894 55,725 53.4 1,317.55

25年３月期 94,290 63,714 67.2 1,342.92

(参考) 自己資本 26年３月期 55,476百万円 25年３月期 63,401百万円
　

※ 監査手続の実施状況に関する表示

　この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務

諸表及び個別財務諸表に対する監査手続が実施中であります。

※ 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、決算短信〔添付資料〕２ページ「１．経営成績」の「(1) 経営成績に関する分析」をご参照くだ

さい。
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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

① 当社の経営成績

当社グループの当連結会計年度の連結業績は、売上高につきましては、北米における増産影響及び円安に伴う為

替影響等により、2,894億円（前連結会計年度比516億円増、21.7％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効果はあるも

のの、将来に向けた設備投資増や北米における増産対応費用により、営業利益は154億円（同5億円減、3.7％減）、

経常利益は175億円（同6億円減、3.5％減）、当期純利益は82億円（同30億円減、26.8％減）となりました。

② セグメント別の状況

各セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

なお、当連結会計年度より従来の報告セグメントの名称のうち「北米」を「米州」に名称変更しております。

Ａ．日本

売上高は1,147億円（前連結会計年度比12億円減、1.1％減）となったものの、セグメント利益（営業利益）

は合理化効果等により100億円（同19億円増、24.8％増）となりました。

Ｂ．米州

得意先の増産影響に加え為替影響等により、売上高は741億円（同334億円増、82.2％増）となったものの、

新車展開に係る費用、増産対応費用等により、セグメント損失は53億円（前年同期は3億円の利益）となりまし

た。

Ｃ．欧州

為替影響により、売上高は322億円（前連結会計年度比46億円増、16.9％増）となり、セグメント利益は21億

円（同8千万円増、3.9％増）となりました。

Ｄ．アジア

為替影響等により売上高は683億円（同148億円増、27.7％増）となり、セグメント利益は中国等の新拠点の

初期投資費用の負担影響があるものの合理化効果等により84億円（同25億円増、42.2％増）となりました。

③ 次期の見通し

今後の自動車業界は、更なるコスト競争力の向上と技術革新が求められ、当社グループを取り巻く事業環境は厳

しい状況が続くものと予測いたします。

次期業績予想につきましては、売上高は2,850億円（前期比44億円減、1.6％減）、利益につきましては営業利益170

億円（同15億円増、10.1％増）、経常利益165億円(同10億円減、5.8％減)、当期純利益80億円（同2億円減、2.5％

減）を見込んでおります。

なお、上記の業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。今後の事業運営

や為替の更なる変動等内外の状況変化により、実際の業績が記載の予測数値と大幅に異なる可能性があります。

（２）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

（資産）

前連結会計年度末に比べ現金及び預金が119億円、受取手形及び売掛金が54億円それぞれ増加いたしました。ま

た、モデルチェンジに伴う投資に加え新拠点の設立、増産投資等の将来に向けた設備投資により有形固定資産が223

億円増加しております。その結果、円安による為替影響も加わり、資産合計は前連結会計年度末に比べ431億円増の

2,109億円となりました。
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（負債）

前連結会計年度末に比べリース債務を含めた有利子負債は設備資金の増加に伴い155億円増加する一方、支払手形

及び買掛金が99億円増加しております。その結果、円安による為替影響も加わり、負債合計は前連結会計年度末に

比べ390億円増の1,018億円となりました。

（純資産）

当期純利益が82億円計上された一方、自己株式を102億円取得したこと等により株主資本合計が29億円減少いたし

ました。また、為替の影響及び当連結会計年度から適用された「退職給付に関する会計基準」の影響により、その

他の包括利益累計額が64億円増加したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ40億円増の1,090億円と

なりました。

② キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度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119億円増の207億円となりました。

当連結会計年度に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって得られた資金は382億円となり、前連結会計年度の178億円に比べて203億円増加しました。主とし

てたな卸資産の減少と仕入債務の増加によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による支出は307億円となり、前連結会計年度の237億円に比べて70億円増加しました。主として有形固定

資産の取得が増加したことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によって得られた資金は20億円となり、前連結会計年度の27億円に比べて７億円減少しました。主として

自己株式の取得のため、長短借入金の調達を行ったことによるものであります。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主に対する安定した利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。この方針のもと、

株主の皆様への配当につきましては、各期の業績等を総合的に勘案して、安定的かつ適正な水準の配当を継続して

ゆくことを基本としております。

また、内部留保につきましては、自動車産業の今後の動向に対応すべく企業体質の強化やコスト構造改革、技術開

発及び海外事業の拡充に活用してまいります。

上記方針に基づき、当期末の株主配当金につきましては、１株につき12円50銭とし、年間の配当金は中間配当12円

50銭と合わせて25円とさせていただく予定であります。

なお、次期の株主配当金につきましても、当期と同様の１株につき25円とさせていただく予定であります。

（４）事業等のリスク

当社グループの経営成績、財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスク及び変動要因は以下に記載するとおり

ですが、当社グループでは、これらのリスクの存在を認識した上で、当該リスクの発生に伴う影響を極力回避する

ための努力を継続してまいります。

① 日本及び世界の経済状況

当社グループの売上高は、日本はもとより、米州、欧州、アジアに拡大しております。日本を始め当該地域の需

要が景気低迷により減少した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。
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② 特定の取引先への集中

日産自動車株式会社（以下、日産）及び日産グループは当社グループの主要取引先であり、当連結会計年度にお

ける①日産、②東風汽車有限公司、③北米日産会社、④メキシコ日産自動車会社、⑤ジヤトコ株式会社、⑥欧州日

産自動車会社、⑦日産車体株式会社、⑧日産モータータイランド、⑨ジヤトコ（広州）自動変速機有限公司の主要

９社で当社グループ全体の販売実績の80％を占めております。当社は、日産及び日産グループとの取引関係を維持

発展しつつ、製品の納入先を多様化するよう努めてまいりますが、日産及び日産グループの売上高が大きく減少し

た場合、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

③ 製品の欠陥

当社グループは、関連法規の遵守並びに国際的に認知されている品質管理基準に従って設計、製造を行ない品質

向上に努めております。しかし、全ての製品に欠陥が無く将来に損失が発生しないという保証はなく、欠陥の内容

によっては多額のコストの発生や当社グループの評価に重大な影響を与え、当社グループの事業、財政状態及び経

営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

④ 海外進出

当社グループは、海外（主に米州・欧州・アジア地域）において事業活動を行っており、以下のような事象が発

生した場合には、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

・政治・経済の不安定

・法律または規制の変更

・ストライキ等の労働争議

・テロ、戦争、その他の要因による社会的混乱

⑤ 部分品・購入製品の調達

当社グループは、主要な部分品・購入製品の調達については、当社グループ内外の特定の仕入先に依存しており

ます。このため、特定の仕入先の操業が停止するなどにより、仕入れができない状況が発生した場合は、当社グル

ープの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 自然災害

日本を本拠とする当社グループにとって、大きなリスクであり続けるものに地震リスクがあります。当社グルー

プでは工場などの建屋や設備などの耐震補強を進めておりますが、大規模な地震により、操業を中断するような場

合は、当社グループの事業、財政状態及び経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況

当社グループは、当社、子会社21社及び関連会社10社で構成され、自動車のプレス加工部品の製造販売を主な事業

内容としております。

当グループの事業内容と当該事業に係る位置づけは、次のとおりであります。

(1) 車体プレス部品事業

国内においては、当社が製造販売する他、製造工程の一部または全部を子会社のユニプレス九州㈱、ユニプレス

九州テクノ㈱、関連会社のカナエ工業㈱、㈱サンエスに加工委託し、グループ各社では当社より材料の供給を受け

て生産を行っております。海外においては、子会社のユニプレスアメリカ、ユニプレスサウスイーストアメリカ、

ユニプレスメキシコ、ユニプレスイギリス、ユニプレス広州、ユニプレスインド、ユニプレスインドネシア、関連

会社のマニュエットオートモーティブブラジル、ユーエムコーポレーションが一部当社より部品の供給を受けて製

造販売を行っております。子会社のユニプレスタイは、部品の販売を行っております。一昨年設立したユニプレス

鄭州は、平成25年８月から稼動を開始しております。当連結会計年度に設立した子会社のユニプレスロシアと関連

会社のユニプレス東昇大連は、平成27年の本格稼働に向けて準備を進めております。また、関連会社のサンエスメ

キシコ、三陽精工（佛山）、大盛広州及びカナエックインディアは、当社の子会社に部品を供給しております。

(2) トランスミッション部品事業

国内においては、当社が製造販売する他、製造工程の一部または全部を子会社のユニプレス精密㈱に加工委託し、

同社は当社より材料の供給を受けて生産を行っております。海外においては、ユニプレスメキシコ、ユニプレス精

密広州が製造販売を行っております。

(3) 樹脂部品事業

国内においては、当社が製造販売する他、製造工程の一部または全部を子会社のユニプレスモールド㈱に加工委

託し、同社は当社より材料の供給を受けて生産を行っております。

(4) その他事業

当社の子会社ユニプレスサービス㈱は、主として当社の工場プラントの設計建設、保険代理業務を行っておりま

す。当社の子会社ユニプレス物流㈱、関連会社山川運輸㈱は、国内における当社製品等の輸送を行っております。

当社の子会社㈱ユニプレス技術研究所は、当社グループの各部品事業に関する技術開発を行っております。当社の

子会社ユニプレスノースアメリカ、ユニプレスヨーロッパ及びユニプレス（中国）は、米州、欧州及び中国におけ

る統括会社として各地域の子会社を統括しております。
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社は、他社の追随を許すことのない究極のプレス技術を求め、「プレスを究めて、プレスを越える」を経営理念

とし、市場ニーズを先取りした技術開発を行い、競争力Ｎｏ.１を維持するコスト体質を強化し、自動車産業の構造

変化とグローバル化に対応し続けることのできる企業を目指します。

このような基本方針のもと、株主の皆様をはじめ地域社会、得意先、社員の期待と信頼にこたえるべく企業価値の

増大に努めてまいります。

（２）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

　今後の自動車業界は、新興国への地域的拡大が更に進展するとともに、更なるコスト競争力向上と技術革新が

求められており、当社グループを取り巻く事業環境は、一段と厳しい状況が続くものと予測いたします。

当社グループといたしましては、中期経営方針に「グローバルＮｏ.１企業を目指し、徹底したＵＰＳ活動の推進に

より収益力と競争力を強化する」を掲げ、コスト競争力強化を目的に、従来から取り組んでおりますＵＰＳ活動を

更に深化させ、グローバルに拡大展開し収益基盤の強化を図ります。

また、今後起きるであろう事業環境変化への迅速な対応や、新市場をも見据えた新技術・新商品開発が推進できる

機動的な技術開発体制を構築するために、当社グループは既存３事業のプレス技術を基盤とした技術開発機能を株

式会社ユニプレス技術研究所に集約し、更なる深化・発展を目指して活動してまいります。

今後とも海外における新事業を推進することによりグローバル戦略企業としての基盤を更に強化してまいります。

また、既存の生産拠点におきましては、いかなる経営環境下においても収益力とコスト競争力を維持強化するため、

生産性の向上と体制の整備に努めてまいります。併せて、グローバル化に対応した本社機能の充実と技術開発力を

強化するため人材の確保と育成を進めてまいります。
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,823 20,756

受取手形及び売掛金 29,705 35,148

有償支給未収入金 2,870 3,333

製品 15,247 11,646

仕掛品 5,458 5,849

原材料及び貯蔵品 3,775 3,914

繰延税金資産 2,118 2,584

その他 4,967 5,990

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 72,966 89,222

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 43,689 51,494

減価償却累計額 △25,884 △27,825

建物及び構築物（純額） 17,804 23,668

機械装置及び運搬具 112,033 140,181

減価償却累計額 △78,760 △91,232

機械装置及び運搬具（純額） 33,272 48,948

工具、器具及び備品 60,636 64,880

減価償却累計額 △51,096 △54,644

工具、器具及び備品（純額） 9,539 10,235

土地 7,802 8,193

リース資産 13,593 15,987

減価償却累計額 △11,386 △12,829

リース資産（純額） 2,206 3,158

建設仮勘定 11,134 9,946

有形固定資産合計 81,761 104,150

無形固定資産 2,365 2,724

投資その他の資産

投資有価証券 5,145 8,017

繰延税金資産 4,526 5,909

退職給付に係る資産 － 189

その他 1,043 748

貸倒引当金 △4 △6

投資その他の資産合計 10,712 14,858

固定資産合計 94,839 121,732

資産合計 167,805 210,955
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,223 26,176

短期借入金 12,369 25,791

リース債務 878 708

未払金 4,431 5,303

未払法人税等 1,487 4,738

繰延税金負債 336 613

賞与引当金 2,277 2,548

役員賞与引当金 120 108

その他 7,574 8,559

流動負債合計 45,699 74,548

固定負債

長期借入金 7,507 8,705

リース債務 473 1,535

繰延税金負債 2,992 3,693

退職給付引当金 4,206 －

役員退職慰労引当金 89 106

環境対策引当金 58 57

退職給付に係る負債 － 10,494

その他 1,768 2,731

固定負債合計 17,097 27,324

負債合計 62,796 101,873

純資産の部

株主資本

資本金 9,639 9,767

資本剰余金 10,697 10,825

利益剰余金 81,982 89,009

自己株式 △14 △10,238

株主資本合計 102,305 99,363

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 344 590

為替換算調整勘定 △3,519 7,220

在外子会社の年金債務調整額 △281 －

退職給付に係る調整累計額 － △4,845

その他の包括利益累計額合計 △3,456 2,965

新株予約権 313 249

少数株主持分 5,847 6,503

純資産合計 105,009 109,081

負債純資産合計 167,805 210,955
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 237,832 289,491

売上原価 205,193 254,872

売上総利益 32,638 34,618

販売費及び一般管理費 16,613 19,183

営業利益 16,025 15,435

営業外収益

受取利息 97 185

受取配当金 40 66

為替差益 2,121 2,372

持分法による投資利益 121 134

その他 381 448

営業外収益合計 2,762 3,205

営業外費用

支払利息 473 718

その他 160 404

営業外費用合計 633 1,122

経常利益 18,153 17,518

特別利益

固定資産売却益 47 95

持分変動利益 － 97

関係会社株式売却益 38 －

その他 16 3

特別利益合計 103 195

特別損失

固定資産処分損 212 289

減損損失 － 124

関係会社株式売却損 － 53

その他 0 21

特別損失合計 212 489

税金等調整前当期純利益 18,044 17,224

法人税、住民税及び事業税 5,460 8,910

法人税等調整額 1,219 694

法人税等合計 6,679 9,605

少数株主損益調整前当期純利益 11,364 7,619

少数株主利益又は少数株主損失（△） 146 △589

当期純利益 11,218 8,208
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連結包括利益計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 11,364 7,619

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 185 246

為替換算調整勘定 6,324 11,295

在外子会社の年金債務調整額 △246 －

退職給付に係る調整額 － 12

持分法適用会社に対する持分相当額 70 235

その他の包括利益合計 6,334 11,789

包括利益 17,699 19,408

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 16,939 19,214

少数株主に係る包括利益 760 194
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成24年４月１日至 平成25年３月31日)

(単位：百万円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,470 10,527 72,057 △14 92,040

当期変動額 　 　 　 　 　

新株の発行（新株

予約権の行使）
169 169 　 　 339

剰余金の配当 　 　 △1,292 　 △1,292

当期純利益 　 　 11,218 　 11,218

自己株式の取得 　 　 　 △0 △0

自己株式の処分 　 0 　 0 0

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 169 169 9,925 △0 10,264

当期末残高 9,639 10,697 81,982 △14 102,305

　

その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

在外子会社の

年金債務

調整額

退職給付に

係る調整

累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 158 △9,202 △134 － △9,178 406 4,799 88,068

当期変動額 　 　 　 　 　 　 　

新株の発行（新株

予約権の行使）
　 　 　 　 　 　 339

剰余金の配当 　 　 　 　 　 　 △1,292

当期純利益 　 　 　 　 　 　 11,218

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 △0

自己株式の処分 　 　 　 　 　 　 0

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
186 5,682 △147 － 5,721 △92 1,048 6,676

当期変動額合計 186 5,682 △147 － 5,721 △92 1,048 16,941

当期末残高 344 △3,519 △281 － △3,456 313 5,847 105,009
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 9,639 10,697 81,982 △14 102,305

当期変動額 　 　 　 　 　

新株の発行（新株

予約権の行使）
127 127 　 　 255

剰余金の配当 　 　 △1,181 　 △1,181

当期純利益 　 　 8,208 　 8,208

自己株式の取得 　 　 　 △10,223 △10,223

自己株式の処分 　 － 　 － －

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　

当期変動額合計 127 127 7,026 △10,223 △2,941

当期末残高 9,767 10,825 89,009 △10,238 99,363

　

その他の包括利益累計額

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

為替換算

調整勘定

在外子会社の

年金債務

調整額

退職給付に

係る調整

累計額

その他の

包括利益

累計額合計

当期首残高 344 △3,519 △281 － △3,456 313 5,847 105,009

当期変動額 　 　 　 　 　 　 　

新株の発行（新株

予約権の行使）
　 　 　 　 　 　 255

剰余金の配当 　 　 　 　 　 　 △1,181

当期純利益 　 　 　 　 　 　 8,208

自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 △10,223

自己株式の処分 　 　 　 　 　 　 －

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
246 10,740 281 △4,845 6,422 △64 656 7,013

当期変動額合計 246 10,740 281 △4,845 6,422 △64 656 4,072

当期末残高 590 7,220 － △4,845 2,965 249 6,503 109,081
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 18,044 17,224

減価償却費 13,682 16,512

退職給付引当金の増減額（△は減少） △190 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 11

賞与引当金の増減額（△は減少） △408 260

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28 △11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 1,370

受取利息及び受取配当金 △138 △251

支払利息 473 718

持分法による投資損益（△は益） △121 △134

固定資産処分損益（△は益） 164 194

売上債権の増減額（△は増加） 10,218 △711

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,184 5,553

仕入債務の増減額（△は減少） △6,325 4,061

未払金の増減額（△は減少） △6,206 295

前受金の増減額（△は減少） 1,821 △1,170

その他 341 △611

小計 29,145 43,311

利息及び配当金の受取額 167 292

利息の支払額 △473 △718

法人税等の支払額 △10,958 △4,630

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,882 38,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加） 636 －

有形固定資産の取得による支出 △23,761 △28,037

有形固定資産の売却による収入 102 1,134

無形固定資産の取得による支出 △700 △442

投資有価証券の取得による支出 △499 △0

関係会社株式の取得による支出 － △2,545

関係会社株式の売却による収入 397 216

関係会社貸付けによる支出 － △1,070

その他 52 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,772 △30,783

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） 6,312 12,447

長期借入れによる収入 3,912 4,892

長期借入金の返済による支出 △5,021 △3,636

リース債務の返済による支出 △1,326 △1,049

株式の発行による収入 256 194

少数株主からの払込みによる収入 － 653

自己株式の取得による支出 △0 △10,223

自己株式の売却による収入 0 －

配当金の支払額 △1,292 △1,181

少数株主への配当金の支払額 △75 △94

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,764 2,001
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,010 2,459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,114 11,932

現金及び現金同等物の期首残高 10,938 8,823

現金及び現金同等物の期末残高 8,823 20,756

決算短信 （宝印刷）  2014年05月13日 11時50分 17ページ （Tess 1.40 20131220_01）



ユニプレス株式会社(5949) 平成26年３月期 決算短信

16

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

　該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

項目
当連結会計年度

（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

　子会社21社のうち連結子会社は19社であり、連結子会社名は「２．企業集
団の状況」に記載しております。非連結子会社ユニプレスヨーロッパ他１社
は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利
益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、
連結の範囲から除外しております。
なお、ユニプレスロシアにつきましては、当連結会計年度において新たに設
立したことにより連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項

関連会社10社のうち、カナエ工業㈱、㈱サンエス、マニュエットオートモー
ティブブラジル、ユーエムコーポレーション、ユニプレス東昇大連の５社に
対する投資につきましては、持分法を適用しております。
非連結子会社２社及び関連会社５社につきましては、当期純損益及び利益剰
余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性が乏しいため、持
分法の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に
関する事項

連結子会社のうち、ユニプレスメキシコ、ユニプレスイギリス、ユニプレス
ロシア、ユニプレス（中国）、ユニプレス広州、ユニプレス鄭州、ユニプレ
ス精密広州、ユニプレスタイ及びユニプレスインドネシアの決算日は、12月
31日であります。
連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算
日（３月31日）との間に生じた重要な取引につきましては、連結上必要な調
整を行っております。

４．会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び
評価方法

① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの
移動平均法による原価法

② たな卸資産
主として総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)

(2) 重要な減価償却資産の減価
償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社は主に定率法によっております。ただし、平成10年
４月１日以降に取得した建物（附属設備は除く）は定額法によっておりま
す。在外連結子会社につきましては、主として定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
　建物及び構築物 ７～47年
　機械装置及び運搬具 ４～10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
自社利用のソフトウェアにつきましては、社内における見込利用可能期間
（５年）に基づく定額法、それ以外の無形固定資産については定額法によっ
ております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
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項目
当連結会計年度

（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）
(3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等の特定の債権については財務内容評価法により、回収不
能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与の支給に備えるため、支給見積額
のうち、当連結会計年度に帰属する部分を計上しております。

③ 役員賞与引当金
当社及び国内連結子会社は、役員の賞与の支給に備えるため、支給見積額の
うち、当連結会計年度に帰属する部分を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金
一部の連結子会社において、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退
職慰労金規程に基づく当連結会計年度末の要支給額を計上しております。

⑤ 環境対策引当金
当社及び一部の国内連結子会社において、ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）等
の廃棄物処理の支出に備えるため、発生見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の
方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させ
る方法については、主に期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平
均残存勤務期間以内の一定の年数（10～20年）による定額法（一部の連結子
会社については定率法）により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度
から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（３～10年）による定額法により費用処理しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負
債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為
替差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債
は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平
均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘
定及び少数株主持分に含めて計上しております。

(6) のれんの償却方法及び償却
期間

その効果が及ぶ10年間の定額法により償却しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計
算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値
の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限
が到来する短期投資からなっております。

(8）在外子会社の会計処理基準 在外連結子会社の財務諸表は、国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠し
て作成されている場合には、それらを連結決算手続上利用しております。な
お、在外連結子会社の財務諸表が、国際財務報告基準又は米国会計基準以外
の各所在地国で公正妥当と認められた会計基準に準拠して作成されている場
合には、主として国際財務報告基準に準拠して修正しております。また、連
結決算上必要な修正を実施しております。

(9) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。
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(会計方針の変更)

当連結会計年度末より「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付

会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月

17日。以下「退職給付適用指針」という。）を適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針

第67項本文に掲げられた定めを除く。）、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として

計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上いたしまし

た。なお、年金資産の額が退職給付債務の額を超過している場合は、退職給付に係る資産に計上しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結

会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に加減してお

ります。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る資産が189百万円、退職給付に係る負債が10,494百万円計

上されております。また、その他の包括利益累計額が4,584百万円減少しております。１株当たり情報に与える影響

は当該箇所に記載しております。

なお、当会計基準等の適用により、前連結会計年度において連結貸借対照表、連結包括利益計算書及び連結株主

資本等変動計算書で区分表示しておりました「在外子会社の年金債務調整額」は、当連結会計年度より連結貸借対

照表及び連結株主資本等変動計算書においては「退職給付に係る調整累計額」、連結包括利益計算書においては「退

職給付に係る調整額」として表示しております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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、海外においては米州（米国、メキシコ）、欧州（英国、ロシア）、アジア（中国、インド、タイ、インドネシ

ア）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」、「米州」、

「欧州」及び「アジア」の４つの報告セグメントとしております。

なお、当連結会計年度より従来の報告セグメントの名称のうち「北米」を「米州」に名称変更しております。当該

変更は名称変更のみであり、セグメント区分を変更したものではありません。

また、前連結会計年度のセグメント情報につきましても、変更後の名称で表示しております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

る記載と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益（のれん償却後）ベースの数値であります。セグメン

ト間の内部売上高又は振替高は市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２日本 米州 欧州 アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 116,082 40,702 27,561 53,485 237,832 － 237,832

セグメント間の内部
売上高又は振替高

28,913 24 5 2,414 31,358 △31,358 －

計 144,996 40,726 27,566 55,900 269,190 △31,358 237,832

セグメント利益又は損失
（△）

8,015 328 2,110 5,957 16,411 △386 16,025

セグメント資産 107,131 40,351 15,111 49,322 211,916 △44,110 167,805

セグメント負債 32,964 26,493 4,868 22,445 86,771 △23,975 62,796

その他の項目

減価償却費 8,762 1,903 811 2,881 14,358 △676 13,682

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

9,517 7,995 2,531 6,467 26,511 △1,358 25,153

(注) １．調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
(注)１

連結財務諸表
計上額
(注)２日本 米州 欧州 アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 114,786 74,170 32,228 68,305 289,491 － 289,491

セグメント間の内部
売上高又は振替高

22,458 82 5 1,277 23,823 △23,823 －

計 137,245 74,253 32,233 69,583 313,315 △23,823 289,491

セグメント利益又は損失
（△）

10,005 △5,340 2,192 8,474 15,331 104 15,435

セグメント資産 117,020 57,578 19,727 71,619 265,946 △54,990 210,955

セグメント負債 48,585 36,681 5,017 32,466 122,751 △20,877 101,873

その他の項目

減価償却費 7,526 4,158 1,581 4,038 17,305 △792 16,512

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

5,258 12,738 6,236 6,782 31,016 △648 30,368

(注) １．調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

車体プレス部品
事業

トランスミッション
部品事業

樹脂部品事業 その他事業（注） 合計

外部顧客への売上高 200,935 29,996 4,158 2,741 237,832

(注)「その他事業」の区分は、輸送事業及び工場プラントの設計建設等の事業活動を含んでおります。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

日本 米州 欧州 アジア 合計

114,330 42,374 27,686 53,441 237,832

(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。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

日本 米州 欧州 アジア 合計

33,251 17,192 6,955 24,362 81,761
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３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

日産自動車株式会社 63,000 日本

東風汽車有限公司 31,420 アジア

ジヤトコ株式会社 24,011 日本

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

車体プレス部品
事業

トランスミッション
部品事業

樹脂部品事業 その他事業（注） 合計

外部顧客への売上高 247,117 34,780 4,729 2,863 289,491

(注)「その他事業」の区分は、輸送事業及び工場プラントの設計建設等の事業活動を含んでおります。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

日本 米州 欧州 アジア 合計

114,976 76,687 32,240 65,587 289,491

(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。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

日本 米州 欧州 アジア 合計

30,171 28,467 14,021 31,489 104,150

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

日産自動車株式会社 58,271 日本

東風汽車有限公司 37,386 アジア

北米日産会社 32,578 米州

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

重要な減損損失はありません。

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

重要な減損損失はありません。
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
全社・消去 合計

日本 米州 欧州 アジア 計

当期償却額 108 － － － 108 － 108

当期末残高 594 － － － 594 － 594

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
全社・消去 合計

日本 米州 欧州 アジア 計

当期償却額 108 － － － 108 － 108

当期末残高 486 － － － 486 － 486

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

１株当たり純資産額 2,094.96円 １株当たり純資産額 2,431.88円

１株当たり当期純利益金額 238.50円 １株当たり当期純利益金額 175.19円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

235.66円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益金額

173.77円

(注)１．「会計方針の変更」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し、退職給付会計基準第37項に定める経過的

な取扱いに従っております。

この結果、当連結会計年度の１株当たり純資産額が、108.94円減少しております。

２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(百万円) 11,218 8,208

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る当期純利益(百万円) 11,218 8,208

普通株式の期中平均株式数(株) 47,035,363 46,852,911

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(株) 567,375 382,956

(うち新株予約権)(株) (567,375) (382,956)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株式の概要

－ －

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当事業年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,066 2,272

受取手形 58 17

売掛金 27,651 20,715

有償支給未収入金 3,767 4,554

製品 5,634 3,153

仕掛品 2,443 1,541

原材料及び貯蔵品 932 851

短期貸付金 1,816 8,186

未収法人税等 1,305 －

立替金 1,321 1,575

前払費用 36 60

繰延税金資産 1,198 1,400

その他 540 751

流動資産合計 47,772 45,081

固定資産

有形固定資産

建物 13,907 13,910

減価償却累計額 △9,738 △9,720

建物（純額） 4,168 4,189

構築物 1,663 1,628

減価償却累計額 △1,415 △1,406

構築物（純額） 248 222

機械及び装置 47,608 47,685

減価償却累計額 △40,884 △41,862

機械及び装置（純額） 6,724 5,823

車両運搬具 646 643

減価償却累計額 △533 △541

車両運搬具（純額） 112 101

工具、器具及び備品 24,757 25,236

減価償却累計額 △23,833 △24,305

工具、器具及び備品（純額） 923 930

土地 3,780 4,022

リース資産 1,482 1,274

減価償却累計額 △888 △714

リース資産（純額） 593 560

建設仮勘定 1,398 1,224

有形固定資産合計 17,950 17,074

無形固定資産

借地権 30 30

施設利用権 14 14

ソフトウエア 337 527

リース資産 5 －

無形固定資産合計 387 573
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当事業年度
(平成26年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 3,145 3,523

関係会社株式 22,622 36,449

関係会社長期貸付金 1,080 －

長期前払費用 10 26

繰延税金資産 980 811

その他 340 357

貸倒引当金 △1 △3

投資その他の資産合計 28,179 41,165

固定資産合計 46,517 58,813

資産合計 94,290 103,894
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当事業年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 585 467

買掛金 14,592 15,290

短期借入金 2,100 12,000

1年内返済予定の長期借入金 0 0

リース債務 409 351

未払金 3,639 3,551

未払法人税等 － 1,979

預り金 3,197 7,753

賞与引当金 1,636 1,788

役員賞与引当金 83 76

その他 811 1,153

流動負債合計 27,056 44,413

固定負債

長期借入金 1 290

リース債務 194 213

退職給付引当金 2,991 2,949

環境対策引当金 57 57

資産除去債務 15 15

その他 258 229

固定負債合計 3,519 3,755

負債合計 30,575 48,168

純資産の部

株主資本

資本金 9,639 9,767

資本剰余金

資本準備金 10,266 10,393

その他資本剰余金 431 431

資本剰余金合計 10,697 10,825

利益剰余金

利益準備金 1,096 1,096

その他利益剰余金

別途積立金 19,250 19,250

繰越利益剰余金 22,387 24,187

利益剰余金合計 42,733 44,533

自己株式 △3 △10,226

株主資本合計 63,067 54,898

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 334 577

評価・換算差額等合計 334 577

新株予約権 313 249

純資産合計 63,714 55,725

負債純資産合計 94,290 103,894
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（２）損益計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 144,490 134,573

売上原価

製品期首たな卸高 8,039 5,634

当期製品製造原価 66,696 60,867

当期製品仕入高 62,124 56,283

合計 136,861 122,786

製品期末たな卸高 5,634 3,153

製品売上原価 131,227 119,632

売上総利益 13,263 14,940

販売費及び一般管理費

荷造及び発送費 985 1,027

役員報酬 308 296

給料 1,342 1,099

賞与 230 167

賞与引当金繰入額 223 337

福利厚生費 420 483

退職給付費用 231 241

賃借料 404 437

旅費及び交通費 226 276

減価償却費 646 391

業務委託費 2,516 2,862

貸倒引当金繰入額 － 2

その他 1,689 1,813

販売費及び一般管理費合計 9,227 9,435

営業利益 4,036 5,505

営業外収益

受取利息 21 107

受取配当金 1,450 1,726

為替差益 120 270

その他 136 119

営業外収益合計 1,729 2,223

営業外費用

支払利息 51 58

売上債権売却損 46 51

その他 17 150

営業外費用合計 115 260

経常利益 5,649 7,469

特別利益

固定資産売却益 23 197

投資有価証券売却益 7 －

関係会社株式売却益 － 118

新株予約権戻入益 9 3

特別利益合計 40 319

特別損失

固定資産処分損 142 173

関係会社株式評価損 － 2,193

特別損失合計 142 2,366

税引前当期純利益 5,548 5,421
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(単位：百万円)
前事業年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

法人税、住民税及び事業税 928 2,606

法人税等調整額 693 △167

法人税等合計 1,622 2,439

当期純利益 3,926 2,981
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成24年４月１日至 平成25年３月31日)

(単位：百万円)

　

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計

当期首残高 9,470 10,096 431 10,527

当期変動額 　 　 　 　

新株の発行（新株

予約権の行使）
169 169 　 169

剰余金の配当 　 　 　 　

退職給与積立金

の取崩
　 　 　 　

当期純利益 　 　 　 　

自己株式の取得 　 　 　 　

自己株式の処分 　 　 0 0

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　

当期変動額合計 169 169 0 169

当期末残高 9,639 10,266 431 10,697

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計退職給与

積立金
別途積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 1,096 363 19,250 19,390 40,099 △3 60,094

当期変動額 　 　 　 　 　 　 　

新株の発行（新株

予約権の行使）
　 　 　 　 　 　 339

剰余金の配当 　 　 　 △1,292 △1,292 　 △1,292

退職給与積立金

の取崩
　 △363 　 363 　 　 　

当期純利益 　 　 　 3,926 3,926 　 3,926

自己株式の取得 　 　 　 　 　 △0 △0

自己株式の処分 　 　 　 　 　 0 0

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　 　 　

当期変動額合計 　 △363 　 2,996 2,633 △0 2,973

当期末残高 1,096 － 19,250 22,387 42,733 △3 63,067
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(単位：百万円)

　

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 148 148 406 60,649

当期変動額 　 　 　 　

新株の発行（新株

予約権の行使）
　 　 　 339

剰余金の配当 　 　 　 △1,292

退職給与積立金

の取崩
　 　 　 　

当期純利益 　 　 　 3,926

自己株式の取得 　 　 　 △0

自己株式の処分 　 　 　 0

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
185 185 △92 92

当期変動額合計 185 185 △92 3,065

当期末残高 334 334 313 63,714
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当事業年度(自 平成25年４月１日至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

　

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計

当期首残高 9,639 10,266 431 10,697

当期変動額 　 　 　 　

新株の発行（新株

予約権の行使）
127 127 　 127

剰余金の配当 　 　 　 　

当期純利益 　 　 　 　

自己株式の取得 　 　 　 　

自己株式の処分 　 　 － －

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　

当期変動額合計 127 127 － 127

当期末残高 9,767 10,393 431 10,825

　

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 1,096 19,250 22,387 42,733 △3 63,067

当期変動額 　 　 　 　 　 　

新株の発行（新株

予約権の行使）
　 　 　 　 　 255

剰余金の配当 　 　 △1,181 △1,181 　 △1,181

当期純利益 　 　 2,981 2,981 　 2,981

自己株式の取得 　 　 　 　 △10,223 △10,223

自己株式の処分 　 　 　 　 － －

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
　 　 　 　 　 　

当期変動額合計 　 　 1,799 1,799 △10,223 △8,168

当期末残高 1,096 19,250 24,187 44,533 △10,226 54,898
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(単位：百万円)

　

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他

有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 334 334 313 63,714

当期変動額 　 　 　 　

新株の発行（新株

予約権の行使）
　 　 　 255

剰余金の配当 　 　 　 △1,181

当期純利益 　 　 　 2,981

自己株式の取得 　 　 　 △10,223

自己株式の処分 　 　 　 －

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額)
243 243 △64 179

当期変動額合計 243 243 △64 △7,989

当期末残高 577 577 249 55,725
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６．その他

（１）役員の異動

　① 代表取締役の異動

該当事項はありません。

② その他の役員の異動（平成26年６月25日付予定）

Ａ．新任取締役候補

　取締役 志津田 篤（現 当社専務執行役員）

Ｂ．新任監査役候補

　監査役 増田 一則（現 当社参与）

Ｃ．退任予定監査役

　監査役 高野 正光

（注）上記の異動につきましては、平成26年３月10日に開示済みであります。
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