
平成28年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成28年２月８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 社長執行役員 (氏名)吉澤 正信

問合せ先責任者 (役職名)経理部長 (氏名)斉藤 直樹 (TEL)(045)470-8631

四半期報告書提出予定日 平成28年２月９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28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第３四半期 235,756 8.9 13,349 29.0 10,069 △19.7 3,696 △30.9

27年３月期第３四半期 216,547 8.6 10,350 5.4 12,535 3.1 5,352 △10.7

(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 △295 百万円 ( －％) 27年３月期第３四半期 7,933 百万円 (△31.8％)
　

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

28年３月期第３四半期 82.74 82.28

27年３月期第３四半期 126.96 126.04
　

（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 ％

28年３月期第３四半期 236,457 126,409 49.9

27年３月期 238,356 121,375 47.5

(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期118,075百万円 　27年３月期113,290百万円
　

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

27年３月期 － 12.50 － 12.50 25.00

28年３月期 － 17.50 －

28年３月期(予想) 17.50 35.00
(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28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 304,000 △1.5 21,000 18.0 20,000 8.9 10,000 38.8 223.42
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 有

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見

積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（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) 28年３月期３Ｑ 47,684,973株 27年３月期 47,574,273株

② 期末自己株式数 28年３月期３Ｑ 2,682,588株 27年３月期 5,332,079株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期３Ｑ 44,677,793株 27年３月期３Ｑ 42,154,695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

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2,357億円（前年同期比192億円増、8.9％増）となりました。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のほか、北米

における増産対応費用の削減等により、営業利益は133億円（同29億円増、29.0％増）となりました。一方、為替

差損等により、経常利益は100億円（同24億円減、19.7％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は36億円（同16

億円減、30.9％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

得意先の減産影響により、売上高は690億円（前年同期比41億円減、5.6％減）となり、セグメント利益（営

業利益）は36億円（同12億円減、25.8％減）となりました。

② 米州

得意先の増産影響に加え、前連結会計年度に行った事業譲受けや為替影響により、売上高は907億円（同207

億円増、29.7％増）となりました。また、セグメント利益は、増産対応費用の削減等により38億円（前年同期

は17億円の損失）となりました。

③ 欧州

為替影響等により、売上高は249億円（前年同期比3億円増、1.5％増）となったものの、年金関連費用の一

時的増減等により、セグメント利益は10億円（同13億円減、55.7％減）となりました。

④ アジア

経済成長の鈍化に伴う得意先の減産影響等があったものの、為替影響により、売上高は510億円（同22億円

増、4.5％増）となり、セグメント利益は44億円（同5億円減、10.7％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、為替影響を含め有形固定資産が34億円減少したこと等により、

前連結会計年度末に比べ18億円減の2,364億円となりました。

負債につきましては、長短借入金が49億円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ69億円減の1,100億

円となりました。

純資産につきましては、自己株式の処分により、自己株式が51億円減少するとともに、資本剰余金が12億円増加

しております。また、利益剰余金が23億円増加したこと及び為替換算調整勘定が43億円減少したこと等もあり、前

連結会計年度末に比べ50億円増の1,264億円となりました。なお、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ2.4ポイ

ントプラスの49.9％となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成28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27年５月

８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

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

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）

等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額

を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更い

たしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定

による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方

法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更

を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、

四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び

事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の資本剰余金が277百万円減少しております。

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

当社の連結子会社ユニプレスアメリカは、有形固定資産の減価償却方法について、従来主として定率法によって

おりましたが、第１四半期連結会計期間から定額法に変更しております。

この変更は、近年の北米市場における得意先の相次ぐ新車種立上げに伴い、同社における設備の使用状況が従来

と大幅に変わってきていることを受け、減価償却方法を見直すものであります。

従来は、生産車種が少なく、また設備の専用性が高かったことなどから、設備の稼働は経過年数とともに逓減す

る傾向にありました。しかしながら、近時の生産車種及び生産量の増加並びに設備の汎用化により、長期安定的な

使用が見込まれることとなりました。このため、定額法による減価償却を行うことが、同社の有形固定資産の使用

実態をより適切に反映すると判断いたしました。

この結果、従来の方法と比べて、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

益が1,124百万円増加しております。
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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27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 25,732 25,604

受取手形及び売掛金 44,123 43,768

たな卸資産 20,157 23,311

その他 10,829 11,680

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 100,842 104,364

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 27,161 27,827

機械装置及び運搬具（純額） 58,194 56,828

土地 8,224 8,118

建設仮勘定 10,883 8,788

その他（純額） 16,024 15,464

有形固定資産合計 120,488 117,027

無形固定資産 3,180 3,052

投資その他の資産

投資有価証券 7,411 5,863

その他 6,444 6,158

貸倒引当金 △12 △9

投資その他の資産合計 13,844 12,013

固定資産合計 137,513 132,092

資産合計 238,356 236,457

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 30,027 25,971

電子記録債務 2,946 3,282

短期借入金 32,929 29,990

未払法人税等 2,324 936

賞与引当金 2,752 1,605

その他の引当金 115 68

その他 14,638 19,329

流動負債合計 85,733 81,185

固定負債

長期借入金 9,848 7,884

その他の引当金 157 169

退職給付に係る負債 9,836 9,407

その他 11,405 11,401

固定負債合計 31,247 28,862

負債合計 116,981 110,047
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 9,880 9,955

資本剰余金 10,937 12,190

利益剰余金 96,861 99,242

自己株式 △10,238 △5,130

株主資本合計 107,440 116,257

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 767 498

為替換算調整勘定 12,645 8,272

退職給付に係る調整累計額 △7,563 △6,953

その他の包括利益累計額合計 5,849 1,817

新株予約権 174 134

非支配株主持分 7,910 8,199

純資産合計 121,375 126,409

負債純資産合計 238,356 236,457
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 216,547 235,756

売上原価 190,711 203,362

売上総利益 25,836 32,394

販売費及び一般管理費 15,485 19,044

営業利益 10,350 13,349

営業外収益

受取利息 212 295

受取配当金 78 88

為替差益 3,001 －

受取賃貸料 155 160

その他 251 166

営業外収益合計 3,698 711

営業外費用

支払利息 730 837

為替差損 － 1,277

持分法による投資損失 629 1,729

その他 153 147

営業外費用合計 1,513 3,991

経常利益 12,535 10,069

特別利益

固定資産売却益 67 54

投資有価証券売却益 328 －

新株予約権戻入益 16 －

特別利益合計 412 54

特別損失

固定資産処分損 63 93

その他 0 1

特別損失合計 63 94

税金等調整前四半期純利益 12,883 10,029

法人税等 6,484 5,261

四半期純利益 6,399 4,767

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,047 1,070

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,352 3,696
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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26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 6,399 4,767

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 22 △275

為替換算調整勘定 1,333 △5,212

退職給付に係る調整額 242 608

持分法適用会社に対する持分相当額 △64 △183

その他の包括利益合計 1,533 △5,062

四半期包括利益 7,933 △295

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 6,786 △335

非支配株主に係る四半期包括利益 1,146 40
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（３）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）

当社は、平成27年５月29日付で、新日鐵住金株式会社を引受先とした第三者割当による自己株式の処分を行って

おります。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本剰余金が1,454百万円増加、自己株式が5,109百万円

減少し、当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金が12,190百万円、自己株式が5,130百万円となっておりま

す。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

１．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

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２日本 米州 欧州 アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 73,196 69,979 24,542 48,828 216,547 － 216,547

セグメント間の内部売上
高又は振替高

13,247 15 5 1,142 14,410 △14,410 －

計 86,444 69,995 24,547 49,970 230,958 △14,410 216,547

セグメント利益又は損失
（△）

4,920 △1,713 2,401 4,941 10,548 △198 10,350

(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。

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日）

１．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

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２日本 米州 欧州 アジア 計

売上高

外部顧客への売上高 69,061 90,739 24,920 51,035 235,756 － 235,756

セグメント間の内部売上
高又は振替高

14,532 516 6 2,358 17,413 △17,413 －

計 83,593 91,255 24,926 53,393 253,169 △17,413 235,756

セグメント利益又は損失
（△）

3,650 3,821 1,062 4,412 12,946 402 13,349

(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。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

「会計方針の変更等」に記載のとおり、ユニプレスアメリカの有形固定資産の減価償却方法については、従来、

定率法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間から定額法に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間において、米州のセグメント利

益が1,124百万円増加しております。

決算短信 （宝印刷）  2016年02月03日 13時29分 10ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）


