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(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 83,093 4.1 3,293 80.6 3,092 175.2 1,587 75.5

18年９月中間期 79,818 2.7 1,824 △34.0 1,123 △61.8 904 △62.7

19年３月期 165,827 － 6,978 － 7,261 － 3,479 －

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 

中間（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

19年９月中間期 40 27 35 93

18年９月中間期 22 97 20 44

19年３月期 88 33 78 72

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 36百万円 18年９月中間期 124百万円 19年３月期 228百万円

 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

19年９月中間期 146,486 56,769 34.1 1,266 51

18年９月中間期 138,325 50,215 31.9 1,120 32

19年３月期 145,034 54,695 33.1 1,218 38

（参考）自己資本 19年９月中間期 49,942百万円 18年９月中間期 44,134百万円 19年３月期 48,024百万円

 
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

19年９月中間期 △1,508 △2,643 4,758 2,885

18年９月中間期 1,035 △10,305 9,132 2,815

19年３月期 7,438 △18,035 9,833 2,290

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 6 25 6 25 12 50

20年３月期 6 25 － 
15 00

20年３月期（予想） － 8 75 

 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 178,000 7.3 8,500 21.8 8,000 10.2 3,900 12.1 98 90
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４．その他 

(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） 無 

(2）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更        無 

（注）詳細は、20ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3）発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

（参考）個別業績の概要 

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 

(2）個別財政状態 

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 40,550,000株 18年９月中間期 40,550,000株 19年３月期 40,550,000株

② 期末自己株式数 19年９月中間期 1,117,000株 18年９月中間期 1,155,560株 19年３月期 1,133,723株

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 50,537 △2.1 1,025 146.5 1,403 45.5 464 △51.0

18年９月中間期 51,598 △1.3 415 △63.5 964 △39.7 947 △53.1

19年３月期 105,269 － 3,756 － 4,216 － 1,959 －

 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

 円 銭 

19年９月中間期 11 78 

18年９月中間期 24 05 

19年３月期 49 70 

 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

19年９月中間期 93,318 39,090 41.7 986 02

18年９月中間期 86,156 38,165 44.3 967 36

19年３月期 90,509 38,864 42.8 983 03

（参考）自己資本 19年９月中間期 38,908百万円 18年９月中間期 38,135百万円 19年３月期 38,774百万円

 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 110,000 4.5 3,500 △6.8 4,000 △5.1 1,800 △8.1 45 62

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、発表日時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を

含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

通期の業績予想に関する事項につきましては、中間期の実績及び今後の見通しを勘案し、予想数値を増額修正いた

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19年11月12日）公表の「平成20年３月期通期業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 

 当中間連結会計期間の日本経済は、世界的に原油価格や素材価格が上昇した中、輸出や民間設備投資が増加すると

ともに、企業収益及び雇用環境の改善を背景に個人消費も緩やかに回復し、民需主導の回復基調が続きました。海外

経済については、米国では住宅投資の低迷や原油価格の上昇等の影響により景気拡大ペースがやや鈍化しましたが、

欧州や中国を中心とするアジアでは景気は堅調に推移しました。 

 当社グループの関連する自動車産業におきましては、国内販売は前年同期比8.1％減の2,484千台、輸出は同6.8％

増の3,134千台となりました。この結果、国内生産台数は同0.9％減の5,479千台となりました。  

 当社グループの主要取引先であります日産自動車株式会社の国内総生産台数は、517千台（前年同期比10.3％減）

となりました。一方、海外生産台数は、北米では前期比6.5％増、英国では同10.4％増、中国では同30.5%増となりま

した。 

 このような環境のもと、当社グループは従来から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

とした中期経営計画を策定し、収益力及び競争力の強化に取り組んでおります。 

 国内におきましては、生産台数の減少影響と法人税法改正に伴う減価償却費負担増はあったものの、合理化効果と

新車展開関連費用の負担減により減収増益となりました。  

 一方海外におきましては、増産影響に加え、前連結会計年度に海外各拠点で立ち上げた新車効果により増収増益と

なっております。 

  設備投資につきましては、前連結会計期間まで旺盛に推移した海外子会社での増産投資と国内外でのモデルチェン

ジ投資が一段落したことにより、連結総額で前年同期比74.5％減の28億円となりました。 

  当中間連結会計期間の売上高は830億円（前年同期比32億円増、4.1％増）、営業利益は32億円(同14億円増、

80.6％増)、経常利益は30億円（同19億円増、175.2％増）、中間純利益は15億円(同6億円増、75.5％増)となりまし

た。 

① 事業の種類別セグメントの業績につきましては、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、

営業利益及び資産の金額のいずれも90％を超えるので、記載を省略しております。 

② 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

Ａ.日本 

 当社グループの売上高は450億円(前年同期比35億円減、7.4％減)となったものの、営業利益は合理化の推進と新

車展開費用負担の減少により10億円（同３億円増、49.8％増）となりました。 

Ｂ.北米 

 当社グループの売上高は194億円（同10億円増、5.9％増）となり、営業利益は前連結会計期間に立ち上げた新車

効果により10億円（同6億円増、134.4％増）となりました。 

Ｃ.欧州 

 英国での新車効果により、売上高は109億円(同22億円増、25.9％増)となり、営業利益も２億円(前年同期は4億円

の営業損失)となりました。 

Ｄ.アジア 

 中国での新車効果により、ユニプレス広州の売上高は75億円（前年同期比35億円増、86.3％増）となり、営業利

益も10億円（同5億円増、97.9％増）となりました。 

(2）財政状態に関する分析 

キャッシュ・フローの状況 

 当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、当中間連結年度末以降販売する販売用金型治工具の

たな卸資産増加等により収入は前年同期に比べ25億円減少し、15億円の支出となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得の大幅な減少により、前年同期に比べ支出は76億円減

少し、26億円の支出となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ43億円収入が減少し、47億円の収入となりました。 

これらの結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、前期末に比べ５億円増加し28億円となりました。 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

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いく

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。 

２．企業集団の状況 
最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

３．経営方針 
平成19年３月期決算短信（平成19年５月11日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

(当社ホームページ） 

 http://www.unipres.co.jp/ir/ir_account.html 

(東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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４．中間連結財務諸表 
(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

増減

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額
（百万円）

（資産の部）            

Ⅰ 流動資産            

１．現金及び預金   2,815   2,885   2,290    

２．受取手形及び
売掛金 

※④  21,389   18,497   17,851    

３．たな卸資産   17,975   26,789   22,698    

４．短期貸付金   2,069   66   65    

５．その他   7,633   8,450   10,039    

６．貸倒引当金   △1,664   △13   △4    

流動資産合計   50,218 36.3  56,676 38.7  52,940 36.5 3,735 

Ⅱ 固定資産            

１．有形固定資産 ※①           

(1）建物及び構
築物  44,121   47,119   47,003    

減価償却累
計額  24,048 20,073  25,541 21,577  25,223 21,779    

(2）機械装置及
び運搬具  109,706   123,416   120,699    

減価償却累
計額  74,722 34,984  82,554 40,861  78,706 41,992    

(3) 工具器具備
品  48,728   48,328   49,589    

  減価償却累
計額  42,269 6,458  42,492 5,836  42,888 6,700    

(4）土地   8,218   8,044   8,114    

(5）建設仮勘定   7,245   3,331   3,302    

有形固定資産合
計   76,980    79,652    81,890   △2,238 

２．無形固定資産   1,913    594    557   37 

３．投資その他の
資産            

(1)投資有価証券 ※①  4,984   4,913   5,029    

(2）その他   4,251   4,673   4,641    

(3）貸倒引当金   △24   △24   △24    

投資その他の資
産合計   9,212    9,563    9,646   △82 

固定資産合計   88,106 63.7  89,810 61.3  92,094 63.5 △2,283 

資産合計   138,325 100.0  146,486 100.0  145,034 100.0 1,452 
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

増減

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額
（百万円）

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１．支払手形及び
買掛金   22,076   15,716   22,186    

２．短期借入金 ※①  22,143   26,684   18,196    

３．未払金   7,223   8,322   7,569    

４．未払法人税等   431   259   1,151    

５．賞与引当金   1,856   1,982   2,137    

６．役員賞与引当
金   －   38   91    

７．その他 ※①  8,585   9,722   8,656    

流動負債合計   62,315 45.1  62,728 42.8  59,989 41.4 2,739 

Ⅱ 固定負債            

１．社債    120   80   100    

２．新株予約権付
社債 

   7,000   7,000   7,000    

３．長期借入金 ※①  9,548   11,913   14,579    

４．退職給付引当
金   7,210   5,603   5,995    

５．役員退職慰労
引当金   －   157   －    

６．その他   1,915   2,233   2,674    

固定負債合計   25,793 18.6  26,988 18.4  30,349 20.9 △3,361 

負債合計   88,109 63.7  89,716 61.2  90,338 62.3 △621 

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                     

 １．資本金     5,609 4.1   5,609 3.8   5,609 3.9 － 

 ２．資本剰余金     6,236 4.5   6,238 4.3   6,237 4.3 0 

 ３．利益剰余金     31,644 22.9   35,943 24.5   34,575 23.8 1,368 

 ４．自己株式     △787 △0.6   △760 △0.5   △772 △0.5 11 

  株主資本合計     42,703 30.9   47,031 32.1   45,651 31.5 1,380 

Ⅱ 評価・換算差額

等 
               

１．その他有価証

券評価差額金 
    818 0.6   658 0.5   765 0.5 △106 

 ２．繰延ヘッジ損

益 
    △31 △0.0   △114 △0.1   △120 △0.1 5 

 ３．為替換算調整

勘定 
    643 0.4   2,366 1.6   1,727 1.2 638 

評価・換算差額

等合計 
    1,430 1.0   2,910 2.0   2,373 1.6 537 

Ⅲ 新株予約権     30 0.0   181 0.1   90 0.1 91 

Ⅳ 少数株主持分     6,050 4.4   6,645 4.6   6,581 4.5 64 

純資産合計     50,215 36.3   56,769 38.8   54,695 37.7 2,073 

負債純資産合計     138,325 100.0   146,486 100.0   145,034 100.0 1,452 
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(2) 中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

増減

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額
（百万円） 

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   79,818 100.0  83,093 100.0 3,275  165,827 100.0 

Ⅱ 売上原価   71,182 89.2  72,956 87.8 1,774  145,277 87.6 

売上総利益   8,636 10.8  10,137 12.2 1,500  20,549 12.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

※①  6,812 8.5  6,843 8.2 31  13,570 8.2 

営業利益   1,824 2.3  3,293 4.0 1,469  6,978 4.2 

Ⅳ 営業外収益            

１．受取利息  23   40    44   

２．受取配当金  153   34    178   

３．為替差益  －   320    381   

４．持分法投資利益  124   36    228   

５．インフレーション
会計による貨幣購
買力差益 

 37   43    276   

６．その他  271 610 0.8 310 785 0.9 175 639 1,749 1.1 

Ⅴ 営業外費用            

１．支払利息  483   800    1,211   

２．為替差損    651   －    －   

３．その他  176 1,311 1.7 187 987 1.2 △323 255 1,467 0.9 

経常利益   1,123 1.4  3,092 3.7 1,968  7,261 4.4 

Ⅵ 特別利益            

１．固定資産売却益 ※② 62   146    64   

２．投資有価証券売却
益  446   －    446   

３．貸倒引当金戻入益  322   －    325   

４．その他  1 832 1.0 5 151 0.2 △680 1 837 0.5 

Ⅶ 特別損失            

１．固定資産処分損 ※③ 258   548    1,051   

２．減損損失 ※④ －   －    211   

３．役員退職慰労引当
金繰入額  －   382    －   

４．役員退職慰労金  88   －    98   

５．特別退職金  111   －    181   

６．その他  3 461 0.6 53 984 1.2 523 1,026 2,569 1.6 

税金等調整前中間（当
期）純利益   1,494 1.8  2,259 2.7 764  5,529 3.3 

法人税、住民税及び事
業税  438   478    2,101   

法人税等調整額  174 613 0.7 68 546 0.7 △66 △303 1,798 1.1 

少数株主利益又は少数
株主損失（△）   △23 △0.0  124 0.1 147  250 0.1 

中間（当期）純利益   904 1.1  1,587 1.9 682  3,479 2.1 

            

- 7 -

ユニプレス㈱ (5949) 平成20年３月期中間決算短信



(3) 中間連結株主資本等変動計算書 

 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  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 

平成18年３月31日 残高 
         （百万円） 

5,609 6,236 31,095 △790 42,151 

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当（注）     △295   △295 

役員賞与（注）     △86   △86 

中間純利益     904   904 

メキシコ連結子会社のインフ 
レーション会計に基づく増加 

    26   26 

自己株式の取得       △0 △0 

自己株式の処分   0   3 3 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

        － 

中間連結会計期間中の変動額合計 
         （百万円） 

－ 0 549 3 552 

平成18年９月30日 残高   
         （百万円）  

5,609 6,236 31,644 △787 42,703 

 評価・換算差額等 

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 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月31日 残高 
         （百万円）  

1,180 － 804 1,984 － 6,408 50,544 

中間連結会計期間中の変動額               

剰余金の配当（注）             △295 

役員賞与（注）             △86 

中間純利益             904 

メキシコ連結子会社のインフ 
レーション会計に基づく増加 

            26 

自己株式の取得             △0 

自己株式の処分             3 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△361 △31 △160 △553 30 △357 △881 

中間連結会計期間中の変動額合計 
         （百万円）  

△361 △31 △160 △553 30 △357 △328 

平成18年９月30日 残高 
         （百万円）  

818 △31 643 1,430 30 6,050 50,215 
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 当中間連結会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

  

  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 

平成19年３月31日 残高 
         （百万円） 

5,609 6,237 34,575 △772 45,651 

中間連結会計期間中の変動額           

剰余金の配当     △246   △246 

中間純利益     1,587   1,587 

メキシコ連結子会社のインフ 
レーション会計に基づく増加 

    27   27 

自己株式の取得       △0 △0 

自己株式の処分   0   11 12 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

        － 

中間連結会計期間中の変動額合計 
         （百万円） 

－ 0 1,368 11 1,380 

平成19年９月30日 残高   
         （百万円）  

5,609 6,238 35,943 △760 47,031 

 評価・換算差額等 

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 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

平成19年３月31日 残高 
         （百万円）  

765 △120 1,727 2,373 90 6,581 54,695 

中間連結会計期間中の変動額               

剰余金の配当             △246 

中間純利益             1,587 

メキシコ連結子会社のインフ 
レーション会計に基づく増加 

            27 

自己株式の取得             △0 

自己株式の処分             12 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△106 5 638 537 91 64 693 

中間連結会計期間中の変動額合計 
         （百万円）  

△106 5 638 537 91 64 2,073 

平成19年９月30日 残高 
         （百万円）  

658 △114 2,366 2,910 181 6,645 56,769 
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 前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

  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 

平成18年３月31日 残高 （百万円） 5,609 6,236 31,095 △790 42,151 

連結会計年度中の変動額           

剰余金の配当     △542   △542 

役員賞与     △86   △86 

海外連結子会社退職給付債務繰入額     409   409 

当期純利益     3,479   3,479 

メキシコ連結子会社のインフ 

レーション会計に基づく増加 
    162   162 

自己株式の取得       △0 △0 

自己株式の処分   1   18 20 

持分法適用会社の減少に伴う剰余金増

加高 
    57   57 

株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額） 
        － 

連結会計年度中の変動額合計 （百万円） － 1 3,480 18 3,499 

平成19年３月31日 残高 （百万円） 5,609 6,237 34,575 △772 45,651 

 評価・換算差額等 

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 

繰延ヘッジ 

損益 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月31日 残高 （百万円） 1,180 － 804 1,984 － 6,408 50,544 

連結会計年度中の変動額               

剰余金の配当             △542 

役員賞与             △86 

海外連結子会社退職給付債務繰入額             409 

当期純利益             3,479 

メキシコ連結子会社のインフ 

レーション会計に基づく増加 
            162 

自己株式の取得             △0 

自己株式の処分             20 

持分法適用会社の減少に伴う剰余金増

加高 
            57 

株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額） 
△415 △120 923 388 90 172 651 

連結会計年度中の変動額合計 （百万

円） 
△415 △120 923 388 90 172 4,151 

平成19年３月31日 残高 （百万円） 765 △120 1,727 2,373 90 6,581 54,695 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日）

増減 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

金額 
（百万円） 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・

フロー 
     

１．税金等調整前中間（当期）

純利益 
 1,494 2,259   5,529 

２．減価償却費  4,795 5,855   10,231 

３. 株式報酬給与  30 91   90 

４．貸倒引当金の増加額 

 （△減少額） 
 △322 8   △4 

５．退職給付引当金の減少額  △386 △429   △1,720 

６．役員退職慰労引当金の増加額  － 157   － 

７．賞与引当金の増加額 

 (△減少額） 
 △151 △153   129 

８．役員賞与引当金の増加額 

   （△減少額） 
 － △52   91 

９．受取利息  △23 △40   △44 

10．受取配当金  △153 △34   △178 

11．支払利息  483 800   1,211 

12．持分法投資利益  △124 △36   △228 

13．固定資産売却益  △62 △146   △64 

14．固定資産処分損  258 548   1,051 

15．投資有価証券売却益  △446 －   △446 

16．売上債権の減少額 

 （△増加額） 
 △2,013 △382   1,880 

17．たな卸資産の増加額  △1,799 △3,774   △6,051 

18．仕入債務の増加額 

 （△減少額） 
 3,115 △7,285   3,020 

19．未払金の増加額 

 （△減少額） 
 △1,986 819   △1,721 

20．前受金の増加額 

 （△減少額） 
 △2,122 184   △1,913 

21．未払消費税等の増加額 

 （△減少額） 
 61 257   △23 

22．その他  1,722 1,914   △440 

小計  2,371 560 △1,810 10,399 

23．利息及び配当金の受取額  210 101   256 

24．利息の支払額  △483 △800   △1,211 

25．法人税等の支払額  △1,062 △1,370   △2,005 

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
 1,035 △1,508 △2,544 7,438 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日）

増減 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日）

区分 
注記

番号 
金額（百万円） 金額（百万円） 

金額 
（百万円） 

金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・

フロー 
     

１．短期貸付金等の増減額  △16 △1   10 

２．有形固定資産の取得による

支出 
 △11,361 △2,898   △20,191 

３．有形固定資産の売却による

収入 
 232 358   279 

４．無形固定資産の取得による

支出 
 △70 △149   △153 

５．無形固定資産の売却による

収入 
 － －   1,350 

６．投資有価証券の取得による

支出 
 △1 △0   △4 

７．投資有価証券の売却による

収入 
 665 －   665 

８．その他  246 48   8 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
 △10,305 △2,643 7,662 △18,035 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・

フロー 
     

１．短期借入金の増加額  9,030 7,102   3,420 

２．社債の償還による支出  △20 △20   △40 

３．長期借入による収入  2,854 1,150   10,999 

４．長期借入金の返済による支

出 
 △2,135 △2,928   △4,160 

５．ファイナンス・リース債務

の収入による純収支額 
 △178 △177   264 

６．自己株式の取得・売却によ

る純収支額 
 3 12   18 

７．配当金の支払額  △295 △246   △542 

８．少数株主への配当金の支払

額 
 △126 △133   △126 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
 9,132 4,758 △4,373 9,833 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換

算差額 
 △17 △10 6 82 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

    （△減少額） 
 △155 595 751 △681 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  2,971 2,290 △681 2,971 

Ⅶ 現金及び現金同等物中間期末

（期末）残高 
※① 2,815 2,885 69 2,290 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数    11社 

主要な連結子会社名 

ユニプレス九州株式会社、コスモ

テクノ株式会社、ユニプレスモー

ルド株式会社、ユニプレスノース

アメリカ、ユニプレスアメリカ、

ユニプレスメキシコ、ユニプレス

サウスイーストアメリカ、ユニプ

レスイギリス、ユニプレス広州 

１．連結の範囲に関する事項 

 (1)           同左 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)           同左 

(2)主要な非連結子会社名 

外山工業株式会社 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社３社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益及び利益剰余

金等は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 

なお、非連結子会社の山川給食株

式会社は、平成18年４月に清算し

ております。 

(2)主要な非連結子会社名 

外山工業株式会社  

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社３社は、いずれも小

規模会社であり、合計の総資産、

売上高、中間純損益及び利益剰余

金等は、いずれも中間連結財務諸

表に重要な影響を及ぼしていない

ためであります。 

  

(2)主要な非連結子会社名 

外山工業株式会社 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社３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

であります。 

なお、非連結子会社の山川給食株

式会社は、平成18年４月に清算し

ております。 

２.持分法の適用に関する事項 

(1)持分法を適用した非連結子会社数 

                    ０社 

２.持分法の適用に関する事項 

 (1)           同左 

２.持分法の適用に関する事項 

 (1)           同左 

(2)持分法を適用した関連会社数 

            ５社 

主要な会社等の名称 

カナエ工業株式会社、株式会社サ

ンエス、ユーエムコーポレーショ

ン 

(2)持分法を適用した関連会社数 

            ４社 

主要な会社等の名称 

カナエ工業株式会社、株式会社サ

ンエス、ユーエムコーポレーショ

ン 

(2)持分法を適用した関連会社数 

４社  

主要な会社等の名称  

カナエ工業株式会社、株式会社サ

ンエス、ユーエムコーポレーショ

ン  

なお、関連会社の㈱藤沢製作所

は、破産手続がほぼ完了したため

当連結会計年度末に持分法の適用

から除外しております。 

(3) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称 

山川運輸株式会社、サンエスメ

キシコ、三陽精工(佛山) 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞれ

中間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

全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外

しております。 

(3) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称 

同左 

  

  

(3) 持分法を適用しない非連結子会

社及び関連会社のうち主要な会

社等の名称 

山川運輸株式会社、サンエスメ

キシコ、三陽精工(佛山) 

持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社は、それぞれ

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

全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外

しております。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

３．連結子会社の中間決算日等に関

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

及びユニプレス広州の中間決算

日は、６月30日であります。中

間連結財務諸表を作成するに当

たっては同日現在の中間財務諸

表を使用し、中間連結決算日(９

月30日)までの間に生じた重要な

取引については、連結上必要な

調整を行っております。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３．連結子会社の決算日等に関する

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

及びユニプレス広州の決算日は

12月31日であるので、連結決算

日(３月31日)との間に生じた重

要な取引については、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 

中間連結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

却原価は主として移動平均法に

より算定） 

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 

同左 

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 

連結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） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

主として総平均法による原価法 

② たな卸資産 

同左 

② たな卸資産 

同左 

③ デリバティブ 

時価法 

③ デリバティブ 

同左 

③ デリバティブ 

同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は主と

して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いては、当

該国の会計基準の規定に基づき

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 ４～12年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は主と

して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いては、当

該国の会計基準の規定に基づき

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 ４～12年 

（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、当中間連

結会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益

は、それぞれ336百万円減少して

おります。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は主と

して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いては、当

該国の会計基準の規定に基づき

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 ４～12年 

  

無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについ

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。  

無形固定資産 

同左 

無形固定資産 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備え

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。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

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、当中間

連結会計期間に帰属する部分を

計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

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。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 ────── 

  

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、当中間連結会計期

間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。  

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計

基準第４号 平成17年11月29日)

を適用しております。 

これにより営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益

は、それぞれ91百万円減少して

おります。 

④ 退職給付引当金 

当社及び一部の連結子会社にお

いて、従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連結

会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上してお

ります。 

また、当社において執行役員の

退職金の支給に備えるため、内

規に基づく当中間連結会計期間

末の要支給額を計上しておりま

す。 

過去勤務債務は、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（３～５年）によ

る定額法により費用処理してお

ります。 

数理計算上の差異は、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（15年）によ

る定額法（一部の連結子会社に

ついては定率法）により翌連結

会計年度から費用処理すること

としております。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

連結財務諸表提出会社及び一部

の連結子会社において、従業員

の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基

づき計上しております。 

また、当社において執行役員の

退職金の支給に備えるため、内

規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。 

過去勤務債務は、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（３～５年）によ

る定額法により費用処理してお

ります。 

数理計算上の差異は、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（15年）によ

る定額法（一部の連結子会社に

ついては定率法）により翌連結

会計年度から費用処理すること

としております。 

(会計方針の変更) 

米国会計基準が適用される在外

連結子会社においては、当期か

ら米国財務会計基準書（SFAS）

第158号が適用されております。

これに伴い、費用処理されてい

ない未認識額の計上方法が当期

から変更されております。その

結果、負債の部が199百万円増加

し、純資産の部が122百万円減少

しております。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 ────── ⑤役員退職慰労引当金 

当社及び国内連結子会社におい

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

基づく当連結中間会計期間末の要

支給額を計上しております。 

（会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社の役員退

職慰労金は、従来、支出時の費用

として処理しておりましたが、当

中間連結会計期間より「役員退職

慰労金規程」に基づく当中間連結

会計期間末要支給額を役員退職慰

労引当金として計上する方法に変

更しました。この変更により、当

中間連結会計期間の発生額35百万

円は販売費及び一般管理費へ、過

年度分相当額382百万円は特別損失

に計上しております。なお、従来

と同一の方法を採用した場合と比

べ、営業利益及び経常利益は35百

万円減少し、税金等調整前中間純

利益は157百万円減少しておりま

す。 

 ────── 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

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、中間決算日の直物為替

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。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

同左 

  

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

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、換算差額は損益とし

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。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンスリース取引につい

ては、主として通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

原則として、繰延ヘッジ処理に

よっております。なお、金利ス

ワップについては特例処理の要

件を満たしている場合は特例処

理を採用しております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

金利スワップ 借入金 

株価オプショ 

ン 

有価証券 

同左 同左 

③ ヘッジ方針 

社内ルールに基づき、将来の金

利変動リスク及び株価変動リス

クを回避するためにヘッジを行

っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

原則として、ヘッジ開始時から

有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象の相場変動又

はキャッシュ・フロー変動の累

計とヘッジ手段の相場変動又は

キャッシュ・フロー変動の累計

とを比較し、両者の変動額等を

基礎に判断することとしており

ます。 

なお、金利スワップについて

は、特例処理の要件の判定をも

って有効性の判定に代えており

ます。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(7) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(7) その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(8) 在外子会社の会計処理基準 

在外連結子会社が採用している

会計処理基準は、当該国で一般

に公正妥当と認められている基

準によっておりますが、下記を

除き、親会社が採用する基準と

重要な差異はありません。 

ユニプレスメキシコの財務諸表

はインフレーション会計を適用

して作成されております。 

(8) 在外子会社の会計処理基準 

同左 

(8) 在外子会社の会計処理基準 

同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

５．中間連結キャッシュ・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。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

────── （有形固定資産の減価償却の方法）  

当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当中間連結会計期間よ

り、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改正の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。 

これにより営業利益、経常利益及び税

金等調整前中間純利益は、それぞれ

336百万円減少しております。 

────── 

────── （役員退職慰労引当金） 

当社及び国内連結子会社の役員退職慰

労金は、従来、支出時の費用として処

理しておりましたが、当中間連結会計

期間より「役員退職慰労金規程」に基

づく当中間連結会計期間末要支給額を

役員退職慰労引当金として計上する方

法に変更しました。この変更により、

当中間連結会計期間の発生額35百万円

は販売費及び一般管理費へ、過年度分

相当額382百万円は特別損失に計上し

ております。なお、従来と同一の方法

を採用した場合と比べ、営業利益及び

経常利益は35百万円減少し、税金等調

整前中間純利益は157百万円減少して

おります。 

────── 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は44,166百万円であります。 

なお、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の純資産の部につい

ては、中間連結財務諸表規則の改正に

伴い、改正後の中間連結財務諸表規則

により作成しております。 

──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用してお

ります。 

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は48,144百万円であります。 

なお、当連結会計年度における連結貸

借対照表の純資産の部については、連

結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成してお

ります。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 （ストック・オプション等に関する

会計基準） 

当中間連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号 平成17年12月

27日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第11号平成18年５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

金等調整前中間純利益は、それぞれ30

百万円減少しております。 

──────  （ストック・オプション等に関する

会計基準） 

当連結会計年度より、「ストック・オ

プション等に関する会計基準」（企業

会計基準第８号 平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第11号平成18年５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

金等調整前当期純利益は、それぞれ90

百万円減少しております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

※① 次の資産を借入金等の担保に供してお

ります。 

※① 次の資産を借入金等の担保に供してお

ります。 

※① 次の資産を借入金の担保に供しており

ます。 

提供担保 対応する債務 

資産の
種類 

金額 
(百万円) 

債務の
種類 

金額 
(百万円) 

工場財
団  

長期借
入金 

669 

建物
及び
構築
物 

4,233 

（一年内
返済予
定の長
期借入
金を含
む） 

 

機械
装置 

8,739  

土地 1,594  

計 14,567 計 669 

抵当権  
長期借
入金 

1,171 

建物 1,279 （一年内
返済予
定の長
期借入
金を含
む） 

 

機械
装置 

25  

土地 1,530  

       

計 2,834 計 1,171 

投資有
価証券 

1,984 
その他
（預り
金） 

990 

提供担保 対応する債務 

資産の
種類 

金額 
(百万円)

債務の
種類 

金額 
(百万円)

抵当権  
長期借
入金 

832 

建物 1,196 （一年内
返済予
定の長
期借入
金を含
む） 

 

機械
装置 

20  

土地 1,530 
 

計 2,747 計 832 

投資有
価証券 

1,726 
その他
（預り
金） 

1,260 

提供担保 対応する債務 

資産の
種類 

金額 
(百万円) 

債務の
種類 

金額 
(百万円)

工場財
団  

長期借
入金 

26 

建物
及び
構築
物 

920 

（一年内
返済予
定の長
期借入
金を含
む） 

 

機械
装置 

114  

土地 671  

計 1,707 計 26 

抵当権  
長期借
入金 

1,002 

建物 1,236 （一年内
返済予
定の長
期借入
金を含
む） 

 

機械
装置 

22  

土地 1,530  

        

計 2,789 計 1,002 

投資有
価証券 

1,894 
その他 
（預り
金） 

1,260 

 ② 保証債務 

(1) 関連会社等の銀行借入金 

 ② 保証債務 

(1) 関連会社等の銀行借入金 

 ② 保証債務 

(1) 関連会社等の銀行借入金 

 （保証総額） （うち当社負担） 

㈱関東片倉製作

所 
145百万円 29百万円 

ユニプレスヨー

ロッパ 

  
338

  
百万円 

  
338

 
百万円 

(2,257千ユーロ) (2,257千ユーロ) 

ユーエム・コー

ポレーション 
704百万円 704百万円 

 (4,708千ユーロ) (4,708千ユーロ) 

計   1,188百万円  1,072百万円 

 （保証総額） （うち当社負担）

㈱関東片倉製作

所 
110百万円 22百万円 

ユニプレスヨー

ロッパ 
263百万円 263百万円 

(1,612千ユーロ) (1,612千ユーロ) 

ユーエム・コー

ポレーション 
634百万円 634百万円 

 (3,884千ユーロ) (3,884千ユーロ) 

計 1,008百万円 919百万円 

 （保証総額） （うち当社負担）

㈱関東片倉製作

所 
150百万円 30百万円 

ユニプレスヨー

ロッパ 

  
  304

  
百万円 

  
 304百万円 

(1,935千ユーロ) (1,935千ユーロ) 

ユーエム・コー

ポレーション 
675百万円 675百万円 

 (4,296千ユーロ) (4,296千ユーロ) 

ユニプレス広州 3,753百万円 3,753百万円 

 (31,781千米ドル) (31,781千米ドル) 

計 4,883百万円 4,763百万円 

(2) 従業員の銀行借入金 (2) 従業員の銀行借入金 (2) 従業員の銀行借入金 

財形住宅ローン 23百万円

自動車ローン   143百万円

計    167百万円

財形住宅ローン   86百万円

自動車ローン      107百万円

計       194百万円

財形住宅ローン        59百万円

自動車ローン         124百万円

計         184百万円
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前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19年３月31日） 

(3）取引先のリース料債務 (3）取引先のリース料債務 (3）取引先のリース料債務 

 （保証総額） （うち当社負担） 

MISA・メタル・

プロセッシング 

・オブ・テネシ

ー 

  47百万円 3百万円 

(401千米ドル) (26千米ドル) 

 （保証総額） （うち当社負担）

MISA・メタル・

プロセッシング

・オブ・テネシ

ー 

 44   百万円 2 百万円 

(388 千米ドル) (25 千米ドル)

 （保証総額） （うち当社負担）

MISA・メタル・

プロセッシング 

・オブ・テネシ

ー 

  45百万円   3百万円 

(381千米ドル) (25千米ドル)

 ③ 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行５行と当座貸

越契約及びコミットメントライン契約

を締結しております。 

当中間連結会計期間末における当座貸

越契約及びコミットメントラインに係

る借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。 

  

※④ 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって

決済処理をしております。なお、当中

間連結会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が中間連結会計期間末

残高に含まれております。 

当座貸越極度額及びコミ

ットメントラインの総額 
13,000百万円

借入実行残高 11,900百万円

差し引額 1,100百万円

 受取手形 18百万円

  

 ③ 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６行と当座貸

越契約及びコミットメントライン契約

を締結しております。 

当中間連結会計期間末における当座貸

越契約及びコミットメントラインに係

る借入未実行残高等は次のとおりであ

ります。 

  

※④ 中間連結会計期間末日満期手形 

中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって

決済処理をしております。なお、当中

間連結会計期間の末日は金融機関の休

日であったため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が中間連結会計期間末

残高に含まれております。 

当座貸越極度額及びコミ

ットメントラインの総額 
 17,192百万円

借入実行残高 13,711百万円

差し引額 3,480百万円

 受取手形   12百万円

  

  ③ 当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行６行と当座貸

越契約及びコミットメントライン契約

を締結しております。 

なお、当連結会計年度末における当座

貸越契約及びコミットメントラインに

係る借入未実行残高等は次のとおりで

あります。 

  

※④ 連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当連結会

計年度の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手

形が連結会計年度末残高に含まれてお

ります。 

当座貸越極度額及びコミ

ットメントラインの総額 
14,402百万円

借入実行残高  6,740百万円

差し引額 7,661百万円

 受取手形 21百万円
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※① 販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は次のとおりであります。 

※① 販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は次のとおりであります。 

※① 販売費及び一般管理費の主要な費目及

び金額は次のとおりであります。 

荷造発送諸費    859百万円

給料     2,141百万円

賞与引当金繰入額   415百万円

荷造発送諸費       896百万円

給料     2,062百万円

賞与引当金繰入額      373百万円

荷造発送諸費 1,696百万円

給料 4,134百万円

賞与引当金繰入額 424百万円

※② 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

※② 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

※② 固定資産売却益の内訳は次のとおりで

あります。 

機械装置及び運搬具    0百万円

土地   59百万円

工具器具備品      2百万円

計   62百万円

機械装置及び運搬具    19百万円

土地    110百万円

工具器具備品     15百万円

計    146百万円

機械装置及び運搬具 2百万円

土地        59百万円

工具器具備品  2百万円

計  64百万円

※③ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 

※③ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 

※③ 固定資産処分損の内訳は次のとおりで

あります。 

※④     ────── 

機械装置及び運搬具除却

損 
  41百万円

工具器具備品除却損   204百万円

機械装置及び運搬具売却

損 
 7百万円

建物及び構築物除却損   4百万円

計   258百万円

※④     ────── 

機械装置及び運搬具除却

損 
  92百万円

工具器具備品除却損  282百万円

建物及び構築物除却損  150百万円

その他    23百万円

計   548百万円

※④ 減損損失 

   当連結会計年度において、以下の資産

グループについて減損損失を計上しま

した。 

  

  

    当社グループは、事業用資産につい

ては、継続的に収支の把握を行って

いる管理会計上の区分に基づき、ま

た遊休資産及び売却予定資産につい

ては、それぞれの個別物件毎にグル

ーピングを行っております。 

    上記土地は、当連結会計年度末に利

用計画を見直し、売却することとし

たため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失

（211百万円）として特別損失に計上

しました。 

なお、売却予定資産の回収可能額は

正味売却価額を使用し、固定資産税

評価額を合理的に調整した価額に基

づき評価しております。 

機械装置及び運搬具除却

損 
294百万円

工具器具備品除却損 691百万円

機械装置及び運搬具売却

損 
37百万円

建物及び構築物除却損 20百万円

工具器具備品売却損 6百万円

計 1,051百万円

場所 用途 種類 減損損失

福岡県 

京都郡 

売却予定

資産 
土地 211百万円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少５千株は、新株予約権の行使による減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）上表の新株予約権は、すべて権利行使期間の初日が到来しておりません。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 40,550 － － 40,550 

合計 40,550 － － 40,550 

自己株式     

普通株式 （注）１,２ 1,160 0 5 1,155 

合計 1,160 0 5 1,155 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末
残高 

（百万円）
前連結会計
年度末 

当中間 
連結会計 
期間増加 

当中間 
連結会計 
期間減少 

当中間 
連結会計 
期間末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権

（注） 

－ － － － － 30 

合計 － － － － － 30 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日

定時株主総会 
普通株式 295 7.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

 平成18年11月13日

取締役会 
普通株式  246 利益剰余金 6.25 平成18年９月30日 平成18年12月15日
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当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少17千株は、新株予約権の行使による減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）上表の新株予約権は、すべて権利行使期間の初日が到来しておりません。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 40,550 － － 40,550 

合計 40,550 － － 40,550 

自己株式     

普通株式 （注）１,２ 1,133 0 17 1,117 

合計 1,133 0 17 1,117 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末
残高 

（百万円）
前連結会計
年度末 

当中間 
連結会計 
期間増加 

当中間 
連結会計 
期間減少 

当中間 
連結会計 
期間末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権

（注） 

－ － － － － 181 

合計 － － － － － 181 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月28日

定時株主総会 
普通株式 246 6.25 平成19年３月31日 平成19年６月29日

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

 平成19年11月12日

取締役会 
普通株式  246 利益剰余金 6.25 平成19年９月30日 平成19年12月14日
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少27千株は、新株予約権の行使による減少であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）上表の新株予約権は、すべて権利行使期間の初日が到来しておりません。 

３．配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

 （注）上表の１株当たり配当額には、東京証券取引所市場第一部上場記念配当２円50銭を含んでおります。 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

 
前連結会計年度末 
株式数（千株） 

当連結会計年度増加
株式数（千株） 

当連結会計年度減少
株式数（千株） 

当連結会計年度末 
株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 40,550 － － 40,550 

合計 40,550 － － 40,550 

自己株式     

普通株式 （注）１,２ 1,160 0 27 1,133 

合計 1,160 0 27 1,133 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）前連結会計

年度末 

当連結 
会計年度 
増加 

当連結 
会計年度 
減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権

（注） 

－ － － － － 90 

合計 － － － － － 90 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会(注) 
普通株式 295 7.5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

 平成18年11月13日

取締役会 
普通株式  246 利益剰余金 6.25 平成18年９月30日 平成18年12月15日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（開示の省略） 

リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等に関する注記事項については、中間決算短信における開示

の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※① 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在） 

※① 現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

（平成19年９月30日現在） 

※① 現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定    2,815百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
 － 百万円

現金及び現金同等物    2,815百万円

現金及び預金勘定    2,885百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
 － 百万円

現金及び現金同等物    2,885百万円

現金及び預金勘定    2,290百万円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金 
 － 百万円

現金及び現金同等物    2,290百万円
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（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自動車部品製造業の占める割合が、全セグメントの売上高及び営業利益の金額のいずれも90％を超えるの

で、記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 自動車部品製造業の占める割合が、全セグメントの売上高及び営業利益の金額のいずれも90％を超えるの

で、記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 自動車部品製造業の占める割合が、全セグメントの売上高及び営業利益の金額のいずれも90％を超えるの

で、記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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 

48,669 18,353 8,715 4,079 79,818 － 79,818 

(2) セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

6,097 111 21 7 6,238 △6,238 － 

計 54,767 18,465 8,737 4,087 86,056 △6,238 79,818 

営業費用 54,035 18,008 9,181 3,552 84,778 △6,784 77,994 

営業利益又は 

  営業損失（△） 
731 457 △444 534 1,277 546 1,824 

 
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 

45,077 19,442 10,973 7,599 83,093 － 83,093 

(2) セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

7,324 0 0 164 7,490 △7,490 － 

計 52,402 19,443 10,974 7,764 90,584 △7,490 83,093 

営業費用 51,307 18,371 10,687 6,706 87,072 △7,271 79,800 

営業利益 1,095 1,071 287 1,057 3,512 △219 3,293 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （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 

ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （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) その他…中国 

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。 

 
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 

99,054 40,737 17,337 8,697 165,827 － 165,827 

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

9,466 336 77 38 9,917 △9,917 － 

計 108,520 41,074 17,414 8,736 175,745 △9,917 165,827 

営業費用 104,428 39,653 17,740 7,471 169,295 △10,446 158,848 

営業利益又は 

営業損失（△） 
4,091 1,420 △326 1,264 6,450 528 6,978 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 18,465 8,741 4,124 31,331 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    79,818 

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
23.1 11.0 5.2 39.3 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 19,440 10,981 7,713 38,135 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    83,093 

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
23.4 13.2 9.3 45.9 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 41,074 17,322 9,768 68,166 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    165,827 

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
24.8 10.4 5.9 41.1 
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（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(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。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,120.32円

１株当たり中間純利益金

額 
22.97円

１株当たり純資産額 1,266.51円

１株当たり中間純利益金

額 
   40.27円

１株当たり純資産額 1,218.38円

１株当たり当期純利益金

額 
   88.33円

 潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額            20.44円 

 

（追加情報） 

「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第４号）が平成18年１月31

日付で改正されたことに伴い、当中

間連結会計期間から繰延ヘッジ損益

（税効果調整後）の金額を普通株式

に係る中間期末の純資産額に含めて

おります。 

なお、前連結会計年度末において採

用していた方法により算定した当中

間連結会計期間末の１株当たり純資

産額は、1,121.13円であります。 

 潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額            35.93円 

 

  

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額           78.72円 

 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

 １株当たり中間(当期)純利益金額       

中間（当期）純利益（百万円） 904 1,587 3,479 

普通株主に帰属しない金額 

（百万円） 
－ － － 

普通株式に係る中間（当期）純利

益（百万円） 
904 1,587 3,479 

期中平均株式数（千株） 39,390 39,426 39,397 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 
      

普通株式増加数（千株） 4,879 4,762 4,805 

（うち新株予約権） (181) (64) (107) 

（うち新株予約権付社債） (4,697) (4,697) (4,697) 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

平成18年６月29日定時

株主総会決議に基づく

新株予約権 

平成17年６月29日、平

成18年６月29日、平成

19年６月28日定時株主

総会決議に基づく新株

予約権 

平成18年６月29日定時

株主総会決議に基づく

新株予約権 
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（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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５．中間個別財務諸表 
(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

増減

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額
（百万円）

（資産の部）            

Ⅰ 流動資産            

１．現金及び預金  386   449   212    
２．受取手形   444   420   508    
３．売掛金  17,040   16,585   16,361    
４．有償支給未収入金  3,434   3,797   3,382    
５．たな卸資産  8,352   15,193   12,089    
６．短期貸付金  7,075   6,963   6,646    
７．その他  2,818   3,284   3,689    

８．貸倒引当金  △1,660   △9   －    

流動資産合計   37,891 44.0  46,686 50.0  42,891 47.4 3,794 

Ⅱ 固定資産            

１．有形固定資産 
  
            

(1）建物  4,331   3,964   4,227    

(2）機械装置  14,348   14,371   15,161    

(3）工具器具備品  2,986   2,485   2,739    

(4）土地  4,329   4,004   4,158    

(5）その他  2,506   3,062   2,208    

有形固定資産合計  28,503    27,888    28,495    △607 

２．無形固定資産  1,832    378    421    △42 

３．投資その他の資産            

(1)投資有価証券   16,113   16,673   16,842    

(2）その他  1,839   1,715   1,882    

(3）貸倒引当金  △24   △24   △24    

投資その他の資産
合計  17,928    18,365    18,701    △335 

固定資産合計   48,264 56.0  46,631 50.0  47,617 52.6 △985 

資産合計   86,156 100.0  93,318 100.0  90,509 100.0 2,809 
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前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

増減

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額
（百万円）

（負債の部）            

Ⅰ 流動負債            

１．支払手形  618   496   543    

２．買掛金  11,226   12,530   12,634    

３．短期借入金   13,580   13,776   8,202    

４．未払金  6,637   7,425   7,261    

５．未払法人税等  246   103   904    

６．賞与引当金  1,349   1,435   1,620    

７．役員賞与引当金  －   27   69    

８．その他   1,636   1,832   2,057    

流動負債合計   35,293 41.0  37,628 40.3  33,293 36.8 4,335 

Ⅱ 固定負債            

１．新株予約権付社債   7,000   7,000   7,000    

２．長期借入金   1,111   5,835   7,221    

３．退職給付引当金   4,585   3,665   4,129    

４．役員退職慰労引当
金  －   98   －    

固定負債合計   12,696 14.7  16,598 17.8  18,350 20.3 △1,751 

負債合計   47,990 55.7  54,227 58.1  51,644 57.1 2,583

（純資産の部）            

Ⅰ 株主資本                     

 １．資本金    5,609 6.5  5,609 6.0  5,609 6.2 － 

 ２．資本剰余金             

(1）資本準備金   6,236   6,236   6,236    

(2）その他資本剰余 
  金   0   2   1    

資本剰余金合計    6,236 7.3  6,238 6.7   6,237 6.9 0 

 ３．利益剰余金             

(1）利益準備金   1,096   1,096   1,096    

(2）その他利益剰余 
  金             

退職給与積立金   363   363   363    

特別償却準備金   38   17   23    

買換資産圧縮積
立金   132   118   124    

別途積立金   19,250   19,250   19,250    

繰越利益剰余金   5,411   6,430   6,199    

利益剰余金合計    26,292 30.5  27,275 29.2  27,057 29.9 218 

 ４．自己株式    △775 △0.9  △749 △0.8  △760 △0.9 11 

  株主資本合計    37,363 43.4  38,374 41.1  38,144 42.1 230 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１．その他有価証券評

価差額金 
   803 0.9  648 0.7  750 0.8 △101 

 ２．繰延ヘッジ損益    △31 △0.0  △114 △0.1  △120 △0.1 5 

評価・換算差額等合

計 
   772 0.9  534 0.6  630 0.7 △95 

Ⅲ 新株予約権    30 0.0  181 0.2  90 0.1 91 

純資産合計    38,165 44.3  39,090 41.9  38,864 42.9 225 

負債純資産合計    86,156 100.0  93,318 100.0  90,509 100.0 2,809 
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

増減
前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額
（百万円） 

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   51,598 100.0  50,537 100.0 △1,060  105,269 100.0 

Ⅱ 売上原価   47,265 91.6  45,502 90.1 △1,762  93,741 89.0 

売上総利益   4,333 8.4  5,035 9.9 702  11,528 11.0 

Ⅲ 販売費及び一般
管理費   3,917 7.6  4,010 7.9 92  7,771 7.4 

営業利益   415 0.8  1,025 2.0 609  3,756 3.6 

Ⅳ 営業外収益    714 1.4  709 1.4 △5  875 0.8 

Ⅴ 営業外費用    166 0.3  331 0.6 165  415 0.4 

経常利益   964 1.9  1,403 2.8 438  4,216 4.0 

Ⅵ 特別利益    766 1.5  242 0.5 △524  768 0.7 

Ⅶ 特別損失    281 0.6  791 1.6 509  1,642 1.5 

税引前中間（当
期）純利益   1,450 2.8  854 1.7 △596  3,342 3.2 

法人税、住民税
及び事業税 

  227   15    1,367   

法人税等調整額  274 502 1.0 374 389 0.8 △112 15 1,382 1.3 

中間（当期）純
利益   947 1.8  464 0.9 △483  1,959 1.9 
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(3）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

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 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金
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

特別 
償却 
準備金

買換資
産圧縮
積立金

別途 
積立金

繰越 
利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

       （百万円） 
5,609 6,236 0 6,236 1,096 363 57 141 16,250 7,800 25,709 △778 36,777 

当中間会計期間中の変動額              

特別償却準備金の取崩(注)        △18   18 －  － 

買換資産圧縮積立金の取崩

（注） 
         △9  9 －  － 

別途積立金の積立（注）                 3,000 △3,000 －   － 

剰余金の配当（注）                   △295 △295   △295 

役員賞与（注）                   △69 △69   △69 

中間純利益                   947 947   947 

自己株式の取得                       △0 △0 

自己株式の処分     0 0               3 3 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額 

（純額） 

                          

中間会計期間中の変動額合計 

         （百万円） 
－ － 0 0 － － △18 △9 3,000 △2,389 582 3 586 

平成18年９月30日 残高 

       （百万円） 
5,609 6,236 0 6,236 1,096 363 38 132 19,250 5,411 26,292 △775 37,363 

 

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 

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

       （百万円） 
1,163 － 1,163 － 37,940 

中間会計期間中の変動額      

特別償却準備金の取崩(注)         － 

買換資産圧縮積立金の取崩

（注） 
        － 

別途積立金の積立（注）         － 

剰余金の配当（注）         △295 

役員賞与（注）         △69 

中間純利益         947 

自己株式の取得         △0 

自己株式の処分         3 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額 

（純額） 

△359 △31 △391 30 △361 

中間会計期間中の変動額合計 

         （百万円） 
△359 △31 △391 30 224 

平成18年９月30日 残高 

       （百万円） 
803 △31 772 30 38,165 
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当中間会計期間（自平成19年４月１日 至平成19年９月30日） 

  

 

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 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金
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

特別 
償却 
準備金

買換資
産圧縮
積立金

別途 
積立金

繰越 
利益 
剰余金 

平成19年３月31日 残高 

       （百万円） 
5,609 6,236 1 6,237 1,096 363 23 124 19,250 6,199 27,057 △760 38,144 

当中間会計期間中の変動額              

特別償却準備金の取崩        △6   6 －  － 

買換資産圧縮積立金の取崩          △6  6 －  － 

剰余金の配当                   △246 △246   △246 

中間純利益                   464 464   464 

自己株式の取得                       △0 △0 

自己株式の処分     0 0               11 12 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額 

（純額） 

                          

中間会計期間中の変動額合計 

         （百万円） 
－ － 0 0 － － △6 △6 － 230 218 11 230 

平成19年９月30日 残高 

       （百万円） 
5,609 6,236 2 6,238 1,096 363 17 118 19,250 6,430 27,275 △749 38,374 

 

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 

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算
差額等合計 

平成19年３月31日 残高 

       （百万円） 
750 △120 630 90 38,864 

中間会計期間中の変動額      

特別償却準備金の取崩         － 

買換資産圧縮積立金の取崩         － 

剰余金の配当         △246 

中間純利益         464 

自己株式の取得         △0 

自己株式の処分         12 

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額 

（純額） 

△101 5 △95 91 △4 

中間会計期間中の変動額合計 

         （百万円） 
△101 5 △95 91 225 

平成19年９月30日 残高 

       （百万円） 
648 △114 534 181 39,090 
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前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

  

 

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 

資本 
準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金
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

特別 
償却 
準備金

買換資
産圧縮
積立金

別途 
積立金

繰越 
利益 
剰余金 

平成18年３月31日 残高 

       （百万円） 
5,609 6,236 0 6,236 1,096 363 57 141 16,250 7,800 25,709 △778 36,777 

当事業年度中の変動額              

特別償却準備金の取崩        △34   34 －  － 

買換資産圧縮積立金の取崩          △17  17 －  － 

別途積立金の積立                 3,000 △3,000 －   － 

剰余金の配当                   △542 △542   △542 

役員賞与                   △69 △69   △69 

当期純利益                   1,959 1,959   1,959 

自己株式の取得                       △0 △0 

自己株式の処分     1 1               18 20 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
                          

事業年度中の変動額合計 

         （百万円） 
－ － 1 1 － － △34 △17 3,000 △1,600 1,347 18 1,367 

平成19年３月31日 残高 

       （百万円） 
5,609 6,236 1 6,237 1,096 363 23 124 19,250 6,199 27,057 △760 38,144 

 

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 

繰延ヘッジ
損益 

評価・換算
差額等合計 

平成18年３月31日 残高 

       （百万円） 
1,163 － 1,163 － 37,940 

事業年度中の変動額      

特別償却準備金の取崩         － 

買換資産圧縮積立金の取崩         － 

別途積立金の積立         － 

剰余金の配当         △542 

役員賞与         △69 

当期純利益         1,959 

自己株式の取得         △0 

自己株式の処分         20 

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額） 
△413 △120 △533 90 △442 

事業年度中の変動額合計 

         （百万円） 
△413 △120 △533 90 924 

平成19年３月31日 残高 

       （百万円） 
750 △120 630 90 38,864 
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