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（百万円未満切捨て） 
１．平成21年３月期第３四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年12月31日） 
(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
21年３月期第３四半期 144,909 － 8,523 － 7,572 － 4,641 －
20年３月期第３四半期 136,814 14.4 7,129 91.9 6,677 99.1 3,742 79.7

 

 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 

21年３月期第３四半期 117 24 101 91 
20年３月期第３四半期 94 90 84 67 

 
(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
21年３月期第３四半期 126,030 59,145 41.9 1,331 59

20年３月期 133,583 59,703 39.4 1,330 79
（参考） 自己資本  21年３月期第３四半期 52,796百万円 20年３月期 52,568百万円 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間 
 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
20年３月期 － 6 25 － 8 75 15 00 
21年３月期 － 7 50
21年３月期(予想)  － 7 50

15 00 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無： 無 
 
３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21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 178,000 △8.3 8,000 △30.3 6,500 △38.9 3,200 △44.3 80 71

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
 
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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 
 （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

  
(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる

重要な事項等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 ： 有 
 （注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

   
(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) 21年３月期第３四半期 40,550,000株 20年３月期 40,550,000株
② 期末自己株式数 21年３月期第３四半期 900,711株 20年３月期 1,048,504株
③ 期中平均株式数(四半期連結累計期間) 21年３月期第３四半期 39,592,337株 20年３月期第３四半期 39,435,232株

 
※ 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、現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。なお、上記予想に関する事項は、３ページ
【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準
の適用指針」（企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財
務諸表を作成しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 

(1) 業績全般 

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、当第３四半期会計期間より鮮明とな

った世界同時不況に起因する減産影響や為替の影響はあるものの、過年度から相次いだ国内外の

生産各拠点で立ち上げた新車効果により売上高は1,449億円（前年同期比80億円増、5.9％増）と

なりました。損益につきましては、日本における法人税法改正に伴う減価償却費負担増や減産の

影響はあるものの、ＵＰＳ（ユニプレス生産システム）活動を柱とした合理化効果及び国内の工

場再配置の実行により、営業利益は85億円（同13億円増、19.5％増）、経常利益は75億円（同８

億円増、13.4％増）、四半期純利益は46億円（同８億円増、24.0％増）となりました。 

 

(2) セグメント別業績 

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

当社グループの売上高は801億円（前年同期比11億円増、1.5％増）となったものの、営業利益

は税制改正に伴う減価償却費負担増の影響により12億円（同25億円減、68.1％減）となりました。 

②北米地域 

当社グループの売上高は減産により230億円（同70億円減、23.5％減）となり、営業利益は９億

円（同10億円減、51.3％減）となりました。 

③欧州地域 

英国における売上高は209億円（同47億円増、29.1％増）となり、営業利益は29億円（同24億円

増、472.7％増）となりました。 

④アジア地域 

中国における売上高は207億円（同92億円増、81.3％増）となり、営業利益は29億円（同17億円
増、138.1％増）となりました。 
 

なお、連結経営成績に関する定性的情報における前年同期比増減率は、参考として記載しておりま

す。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 

(1) 連結財政状態 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、円高による為替換算影響に加え当第１四半期

連結会計期間から適用された新会計基準の適用で、たな卸資産や固定資産が減少したことにより、

前連結会計年度に比べ75億円減の1,260億円となりました。 

負債につきましては、有利子負債や買掛債務の減少等により、前連結会計年度に比べ69億円減

の668億円となりました。 

純資産につきましては、四半期純利益46億円の計上はあったものの、新会計基準の影響や円高

による為替換算調整勘定の減少等により前連結会計年度に比べ５億円減の591億円となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益68億円と減価償却費92億円

の計上により、159億円の収入となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産を88億円取得した結果、95億円の支出と

なりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の返済により35億円の支出となりました。 

その結果、当第３四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25億円増加し44億円となりました。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の経済見通しにつきましては、米国発の金融危機に端を発した世界同時不況の中、厳しい

経営環境が続くものと予想されます。 
平成21年３月期の業績予想につきましては、最近の事業環境を踏まえ、連結・個別とも修正し

ております。詳細につきましては、本日公表しました「平成21年３月期業績予想の修正に関する

お知らせ」をご参照下さい。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。 

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

② 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準

委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当連結会計年度の第１四半期連結会計期間

から適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の利益剰余金に与える影響は、964百万円の減少、少

数株主持分に与える影響は642百万円の減少であります。 

この結果、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の各利益に与える

影響は軽微であります。 

 

③ 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基

準第９号）を当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原

価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

この結果、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の営業利益及び経

常利益に与える影響は軽微でありますが、税金等調整前四半期純利益は293百万円減少しており

ます。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

 

(追加情報) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度の第１四半期連結会計

期間より、機械装置の耐用年数の変更を行っております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益はそれぞれ500百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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５．【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)

 
当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 4,503  1,941

  受取手形及び売掛金 19,024  17,286

  製品 6,215  4,845

  原材料 2,454  3,535

  仕掛品 5,032  9,298

  貯蔵品 1,464  1,192

  その他 6,599  8,557

  貸倒引当金 △3  △4

  流動資産合計 45,290  46,651

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 17,822  20,666

   機械装置及び運搬具（純額） 33,722  37,883

   工具、器具及び備品（純額） 6,158  6,623

   土地 7,792  7,896

   建設仮勘定 5,242  4,191

   有形固定資産合計 70,737  77,261

  無形固定資産 1,013  540

  投資その他の資産  

   投資有価証券 3,603  4,477

   その他 5,414  4,684

   貸倒引当金 △30  △32

   投資その他の資産合計 8,988  9,129

  固定資産合計 80,739  86,932

 資産合計 126,030  133,583
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  (単位：百万円)

 
当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 19,229  21,145

  短期借入金 12,494  12,567

  未払法人税等 638  930

  賞与引当金 1,265  2,162

  その他の引当金 59  82

  その他 13,527  13,795

  流動負債合計 47,214  50,683

 固定負債  

  社債 20  60

  新株予約権付社債 7,000  7,000

  長期借入金 5,948  9,267

  退職給付引当金 4,087  3,892

  その他の引当金 297  194

  その他 2,316  2,782

  固定負債合計 19,670  23,196

 負債合計 66,885  73,879

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 5,609  5,609

  資本剰余金 6,255  6,242

  利益剰余金 43,355  40,320

  自己株式 △612  △713

  株主資本合計 54,608  51,459

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △105  356

  為替換算調整勘定 △1,705  752

  評価・換算差額等合計 △1,811  1,108

 新株予約権 477  303

 少数株主持分 5,871  6,832

 純資産合計 59,145  59,703

負債純資産合計 126,030  133,583
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(2) 【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) 

  
当第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  144,909

売上原価  125,153

売上総利益  19,755

販売費及び一般管理費  11,232

営業利益  8,523

営業外収益  

 受取利息  45

 受取配当金  53

 持分法による投資利益  40

 その他  176

 営業外収益合計  316

営業外費用  

 支払利息  554

 為替差損  452

 その他  260

 営業外費用合計  1,267

経常利益  7,572

特別利益  

 前期損益修正益  39

 固定資産売却益  20

 その他  19

 特別利益合計  79

特別損失  

 たな卸資産評価損  277

 固定資産処分損  339

 その他  149

 特別損失合計  767

税金等調整前四半期純利益  6,885

法人税、住民税及び事業税  1,492

法人税等調整額  462

法人税等合計  1,954

少数株主利益  289

四半期純利益  4,641

 



 
 ユニプレス㈱（5949）平成21年３月期 第３四半期決算短信 

― 7 ― 

 【第３四半期連結会計期間】 

(単位:百万円) 

  
当第３四半期連結会計期間 

(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  49,644

売上原価  44,532

売上総利益  5,111

販売費及び一般管理費  3,495

営業利益  1,615

営業外収益  

 受取利息  25

 受取配当金  17

 その他  46

 営業外収益合計  90

営業外費用  

 支払利息  162

 持分法による投資損失  18

 為替差損  468

 その他  99

 営業外費用合計  748

経常利益  958

特別利益  

 固定資産売却益  2

 貸倒引当金戻入額  3

 その他  1

 特別利益合計  6

特別損失  

 固定資産処分損  77

 労働災害補償金  42

 その他  10

 特別損失合計  131

税金等調整前四半期純利益  833

法人税、住民税及び事業税  △111

法人税等調整額  12

法人税等合計  △98

少数株主損失（△）  △69

四半期純利益  1,001
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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) 

  
当第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 6,885

 減価償却費 9,294

 賞与引当金の増減額（△は減少） △894

 受取利息及び受取配当金 △99

 支払利息 554

 持分法による投資損益（△は益） △40

 固定資産処分損益（△は益） 318

 売上債権の増減額（△は増加） △2,632

 たな卸資産の増減額（△は増加） 3,140

 仕入債務の増減額（△は減少） △411

 未払金の増減額（△は減少） △113

 その他 2,106

 小計 18,108

 利息及び配当金の受取額 123

 利息の支払額 △554

 法人税等の支払額 △1,774

 営業活動によるキャッシュ・フロー 15,902

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 短期貸付金の増減額（△は増加） △194

 有形固定資産の取得による支出 △8,857

 有形固定資産の売却による収入 296

 無形固定資産の取得による支出 △715

 その他 △41

 投資活動によるキャッシュ・フロー △9,512

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） 2,294

 社債の償還による支出 △40

 長期借入れによる収入 1,133

 長期借入金の返済による支出 △6,028

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △222

 自己株式の純増減額（△は増加） 114

 配当金の支払額 △643

 少数株主への配当金の支払額 △139

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,531

現金及び現金同等物に係る換算差額 △347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,511

現金及び現金同等物の期首残高 1,941

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,452
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期
財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。ま
た、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

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、営業利益のいずれも90％を超えるの
で、記載を省略しております。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

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、営業利益のいずれも90％を超えるの
で、記載を省略しております。 
 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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 

25,117  6,989 7,079 10,458 49,644  －  49,644 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,614  1 － 44 2,661  △2,661  － 

計 27,732  6,990 7,079 10,503 52,305  △2,661  49,644 

営業利益又は営業損失(△) △1,159  25 1,063 1,537 1,466  149  1,615 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

80,180  23,030 20,977 20,721 144,909  －  144,909 

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

6,806  4 0 142 6,954  △6,954  － 

計 86,987  23,035 20,977 20,863 151,863  △6,954  144,909 

営業利益 1,215  994 2,939 2,931 8,080  443  8,523 
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(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 

３．会計方針の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更による営業利益への影響は軽微

であります。 

(有形固定資産の耐用年数の変更) 

当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を10～12年としておりましたが、法人

税法の改正に伴い、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より９年に変更しました。 

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の営業利益は、日本で

500百万円減少しております。 

 

〔海外売上高〕 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,990 7,086 10,464  24,540 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  49,644 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

14.1 14.3 21.0  49.4 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 23,031 20,990 20,657  64,679 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － －  144,909 

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

15.9 14.5 14.2  44.6 

(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 

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。 

 

(6) 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。 
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「参考」 

前第３四半期に係る財務諸表等 

(1)(要約)四半期連結損益計算書 

                           (単位:百万円) 

前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 136,814

Ⅱ 売上原価 119,393

売上総利益 17,420

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,290

営業利益 7,129

Ⅳ 営業外収益 

１．受取利息 54

２．受取配当金 65

３．為替差益 188

４．その他 729

  営業外収益合計 1,037

Ⅴ 営業外費用 

１．支払利息 1,190

２．その他 299

営業外費用合計 1,490

経常利益 6,677

Ⅵ  特別利益 

１．固定資産売却益 145

２. 貸倒引当金戻入益 0

３. その他 5

  特別利益合計 152

Ⅶ 特別損失 

１．固定資産処分損 594

２．役員退職慰労引当金繰入額 382

３．その他 61

特別損失合計 1,038

税金等調整前四半期純利益 5,791

税金費用 1,621

少数株主利益 427

四半期純利益 3,742
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(2)(要約)四半期連結キャッシュ･フロー計算書 

                               (単位:百万円) 

 

前第３四半期累計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年12月31日) 

区 分 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１．税金等調整前四半期純利益 5,791 

２．減価償却費 9,171 

３．退職給付引当金の減少額 △1,034 

４．売上債権の減少額 677 

５．たな卸資産の減少額 1,063 

６．仕入債務の減少額 △7,391 

７．前受金の増加額 175 

８．その他 4,000 

    小 計 12,455 

 ９．利息及び配当金の受取額 146 

 10．利息の支払額 △1,190 

11．法人税等の支払額 △1,996 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 9,415 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１．有形固定資産の取得による支出 △5,083 

２．その他 319 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △4,763 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 １．短期借入金の増減額 15 

 ２．長期借入による収入 1,083 

３．長期借入金の返済による支出 △4,818 

 ４．その他 △912 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △4,631 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △94 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △73 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,290 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,216 
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(3)セグメント情報 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月1日 至 平成19年12月31日）       (単位:百万円) 

 日本 北米 欧州 アジア 計 
消去又 
は全社 

連結 

売上高        

(1)外部顧客に対する 

売上高 
79,030 30,102 16,251 11,429 136,814 － 136,814

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
10,939 1 62 266 11,270 △11,270 －

計 89,969 30,104 16,314 11,696 148,084 △11,270 136,814

営業費用 86,160 28,062 15,801 10,464 140,489 △10,804 129,684

営業利益 3,809 2,041 513 1,231 7,595 △465 7,129

(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 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

 

 


