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（百万円未満切捨て） 

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９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 ％

26年３月期第２四半期 128,534 9.6 7,845 △28.7 9,321 △9.2 5,433 △11.5
25年３月期第２四半期 117,231 5.3 10,996 △5.2 10,261 △7.9 6,140 △7.2

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 11,377百万円（86.7％）  25年３月期第２四半期 6,095百万円（△9.9％） 

 

 
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

26年３月期第２四半期 115.00 113.99
25年３月期第２四半期 130.69 129.01
 
(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 ％ 

26年３月期第２四半期 191,351 116,375 57.4 
25年３月期 167,805 105,009 58.9 

（参考）自己資本    26年３月期第２四半期  109,807百万円  25年３月期  98,848百万円 

 
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 

25年３月期 － 12.50 － 12.50 25.00 
26年３月期 － 12.50  
26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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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 275,000 15.6 15,000 △6.4 15,700 △13.5 9,300 △17.1 196.53
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：有 

 



 

※ 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 ：無 
  （連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  

新規 － 社  （社名） 、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 ：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 

  
(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) 26年３月期２Ｑ 47,320,473株 25年３月期 47,215,773株
②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 31,900株 25年３月期 31,900株
③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期２Ｑ 47,251,106株 25年３月期２Ｑ 46,985,703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］３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」の「(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説

明」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) 経営成績に関する説明 

当社グループの当第２四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及び中国における減産

影響等はあるものの、販売用型設備の販売増に加え、円安に起因する為替影響により1,285億円（前年同期比

113億円増、9.6％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、新車展開に係る費用負担増や北

米における増産対応費用により、営業利益は78億円（同31億円減、28.7％減）となりました。経常利益は為替

差益の発生もあり93億円（同9億円減、9.2％減）、四半期純利益は54億円（同7億円減、11.5％減）となりまし

た。 

 

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 

得意先の減産の影響により、売上高は568億円（前年同期比44億円減、7.3％減）となり、セグメント利

益（営業利益）は41億円（同14億円減、25.6％減）となりました。 

② 北米 

得意先の増産影響に加え為替影響もあり、売上高は288億円（同120億円増、71.3％増）となったものの、

セグメント利益は新車展開に係る費用負担に加え、増産対応費用により、セグメント損失は4億円（前年同

期は10億円の利益）となりました。 

③ 欧州 

減産影響はあるものの為替影響があり、売上高は133億円（同13億円増、11.4％増）となり、セグメン

ト利益は11億円（同2千万円減、2.1％減）となりました。 

④ アジア 

中国における減産影響はあるものの、為替影響等により、売上高は294億円（同23億円増、8.7％増）と

なりました。一方、セグメント利益は、中国の減産影響と中国の新拠点の初期投資費用の負担影響もあり、

セグメント利益は28億円（同4億円減、14.3％減）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、為替影響を含め受取手形及び売掛金が34億円、販売用型設

備等のたな卸資産が22億円、有形固定資産が110億円、投資有価証券が32億円それぞれ増加したこと等により、

前連結会計年度末に比べ235億円増の1,913億円となりました。 

負債につきましては、支払手形及び買掛金が35億円、長短借入金が25億円それぞれ増加したこと等により、

前連結会計年度末に比べ121億円増の749億円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金が48億円、為替換算調整勘定が54億円それぞれ増加したこと等により、

前連結会計年度末に比べ113億円増の1,163億円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.5ポイントマ

イナスの57.4％となりました。 
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 ② キャッシュ・フローの状況 

当第２四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20億円増加し、108億

円となりました。 

 

当第２四半期連結累計期間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） 

営業活動による収入は154億円となり、前年同期の109億円に比べて45億円増加しました。主としてたな卸

資産の増減額の影響等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164億円となり、前年同期の104億円に比べて59億円増加しました。主として有形固

定資産及び関係会社株式の取得の増加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） 

財務活動による収入は17億円となり、前年同期の35億円の支出に比べて53億円増加しました。主として設

備投資資金に充てるための長短借入金の増加によるものであります。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

現時点における当連結会計年度（平成25年４月１日から平成26年３月31日までの12ヶ月間）の連結業績の見

通しは、以下の通りといたします。 

 売上高    2,750億円（対前年同期比 +15.6％） 

 営業利益     150億円（対前年同期比 △6.4％） 

 経常利益     157億円（対前年同期比△13.5％） 

 当期純利益     93億円（対前年同期比△17.1％） 

通期の業績予想については、北米における新車立上げ費用及び増産対応費用の負担が見込まれること等から、

前回予想を修正するものであります。 

 

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 

該当事項はありません。 

 

(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 

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)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 8,823  10,838

  受取手形及び売掛金 29,705  33,153

  たな卸資産 24,481  26,736

  その他 9,956  11,946

  貸倒引当金 △0  △0

  流動資産合計 72,966  82,675

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 17,804  22,792

   機械装置及び運搬具（純額） 33,272  42,674

   土地 7,802  7,475

   建設仮勘定 11,134  8,087

   その他（純額） 11,746  11,814

   有形固定資産合計 81,761  92,843

  無形固定資産 2,365  2,439

  投資その他の資産  

   投資有価証券 5,145  8,352

   その他 5,570  5,046

   貸倒引当金 △4  △6

   投資その他の資産合計 10,712  13,393

  固定資産合計 94,839  108,676

 資産合計 167,805  191,351
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間

(平成25年９月30日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 16,223  19,771

  短期借入金 12,369  13,816

  未払法人税等 1,487  3,200

  賞与引当金 2,277  2,188

  その他の引当金 120  54

  その他 13,220  17,059

  流動負債合計 45,699  56,090

 固定負債  

  長期借入金 7,507  8,653

  退職給付引当金 4,206  4,319

  その他の引当金 147  155

  その他 5,234  5,756

  固定負債合計 17,097  18,885

 負債合計 62,796  74,975

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 9,639  9,706

  資本剰余金 10,697  10,763

  利益剰余金 81,982  86,837

  自己株式 △14  △14

  株主資本合計 102,305  107,292

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 344  902

  為替換算調整勘定 △3,519  1,905

  在外子会社の年金債務調整額 △281  △293

  その他の包括利益累計額合計 △3,456  2,514

 新株予約権 313  281

 少数株主持分 5,847  6,286

 純資産合計 105,009  116,375

負債純資産合計 167,805  191,351
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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:百万円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 117,231  128,534

売上原価 98,326  111,953

売上総利益 18,905  16,581

販売費及び一般管理費 7,908  8,735

営業利益 10,996  7,845

営業外収益  

 受取利息 41  53

 受取配当金 21  28

 為替差益 －  1,491

 持分法による投資利益 72  107

 その他 158  270

 営業外収益合計 295  1,951

営業外費用  

 支払利息 206  326

 為替差損 739  －

 その他 84  148

 営業外費用合計 1,030  475

経常利益 10,261  9,321

特別利益  

 固定資産売却益 33  15

 持分変動利益 －  97

 関係会社株式売却益 38  －

 その他 －  3

 特別利益合計 72  116

特別損失  

 固定資産処分損 72  146

 特別損失合計 72  146

税金等調整前四半期純利益 10,261  9,291

法人税等 3,972  4,309

少数株主損益調整前四半期純利益 6,288  4,982

少数株主利益又は少数株主損失（△） 148  △451

四半期純利益 6,140  5,433
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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:百万円)

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 6,288  4,982

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △431  556

 為替換算調整勘定 244  5,784

 在外子会社の年金債務調整額 12  △18

 持分法適用会社に対する持分相当額 △18  73

 その他の包括利益合計 △193  6,394

四半期包括利益 6,095  11,377

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 5,942  11,405

 少数株主に係る四半期包括利益 153  △28
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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２四半期連結累計期間

(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25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 10,261  9,291

 減価償却費 6,366  7,394

 賞与引当金の増減額（△は減少） △534  △92

 受取利息及び受取配当金 △63  △81

 支払利息 206  326

 持分法による投資損益（△は益） △72  △107

 固定資産処分損益（△は益） 38  130

 売上債権の増減額（△は増加） 5,604  △1,144

 たな卸資産の増減額（△は増加） △4,649  △768

 仕入債務の増減額（△は減少） △59  381

 未払金の増減額（△は減少） △2,167  665

 その他 2,255  744

 小計 17,187  16,740

 利息及び配当金の受取額 92  122

 利息の支払額 △206  △326

 法人税等の支払額 △6,173  △1,081

 営業活動によるキャッシュ・フロー 10,900  15,454

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 △10,285  △13,365

 有形固定資産の売却による収入 16  360

 無形固定資産の取得による支出 △70  △100

 投資有価証券の取得による支出 △498  △0

 関係会社株式の取得による支出 －  △2,198

 関係会社株式の売却による収入 397  －

 関係会社貸付けによる支出 －  △1,070

 その他 △30  △24

 投資活動によるキャッシュ・フロー △10,472  △16,400

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） 250  319

 長期借入れによる収入 1,725  2,762

 長期借入金の返済による支出 △4,153  △940

 リース債務の返済による支出 △710  △488

 株式の発行による収入 92  103

 配当金の支払額 △704  △590

 少数株主への配当金の支払額 △75  △94

 少数株主からの払込みによる収入 －  653

 その他 △0  －

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,576  1,725

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46  1,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,194  2,015

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四半期末残高 7,743  10,838
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(4) 四半期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。 

 

 

（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。 

 

 

（セグメント情報等） 

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２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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 61,284 16,855 11,996 27,094 117,231 － 117,231

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

13,727 16 0 1,098 14,842 △14,842 －

計 75,012 16,872 11,996 28,192 132,073 △14,842 117,231

セグメント利益又は損失
（△） 

5,629 1,090 1,179 3,346 11,246 △250 10,996

(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、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２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９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 56,827 28,877 13,367 29,461 128,534 － 128,534

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

11,503 36 － 821 12,361 △12,361 －

計 68,331 28,913 13,367 30,283 140,895 △12,361 128,534

セグメント利益又は損失
（△） 

4,186 △485 1,155 2,868 7,725 120 7,845

(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、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。 

 

 

 


