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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第1四半期 33,512 △24.2 1,011 △64.7 855 △62.1 618 △35.2

21年3月期第1四半期 44,211 ― 2,870 ― 2,257 ― 954 ―

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

22年3月期第1四半期 15.58 13.57
21年3月期第1四半期 24.14 20.92

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

22年3月期第1四半期 125,840 55,229 39.4 1,247.50
21年3月期 119,717 53,660 40.0 1,207.50

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  49,592百万円 21年3月期  47,876百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

22年３月期配当予測につきましては、現時点では未定であります。 

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

21年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
第２四半期連結累計期間に係る連結業績予想は行っておりません。 

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 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 151,000 △16.5 2,700 △74.3 2,000 △75.5 1,000 △72.4 25.16
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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) 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、４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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、４ページの【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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 40,550,000株 21年3月期  40,550,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  796,725株 21年3月期  900,725株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 39,683,561株 21年3月期第1四半期 39,527,173株
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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１四半期連結会計期間の売上高につきましては、減産の影響により335億円

（前年同期比106億円減、24.2％減）となりました。収益につきましては、減産の影響はあったも

のの、従来より取り組んできたＵＰＳ（ユニプレス生産システム）活動を柱とした合理化及び国

内の車体・トランスミッション工場の再配置の実施による収益改善に務めた結果、営業利益は10

億円（同18億円減、64.7％減）、経常利益は８億円（同14億円減、62.1％減）、四半期純利益は

６億円（同３億円減、35.2％減）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、減産の影響により211億円（前年同期比54億円減、20.7％減）となり、

営業損失は１億円（前年同期は12億円の営業利益）となりました。 

②北米地域 

当社グループの売上高は、減産の影響により40億円（前年同期比31億円減、44.2％減）となり、

営業損失は２億円（前年同期は４億円の営業利益）となりました。 

③欧州地域 

英国における売上高は、減産及び為替影響により30億円（前年同期比34億円減、53.4％減）と

なり、営業利益は３億円（同２億円減、45.0％減）となりました。 

④アジア地域 

中国における売上高は、増産影響により53億円（同14億円増、37.8％増）となり営業利益は９

億円（同３億円増、72.9％増）となりました。 

 

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１四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金が24億円、たな卸資産が

17億円、有形固定資産が16億円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ61億円増の1,258

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12億円、短期借入金が９億円増加したこと等によ

り、前連結会計年度末に比べ45億円増の706億円となりました。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ15億円増の552億円となったものの、自己資本

比率は前連結会計年度末に比べ0.6ポイントマイナスの39.4％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、減価償却費を38億円計上したこと等により、29億円の

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19億円取得した結果、19億円の支出と

なりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、ファイナンス･リース債務を11億円返済したことにより

９億円の支出となりました。 

その結果、当第１四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１億円増加し33億円となりました。 



 ユニプレス㈱（5949）平成21年３月期 第１四半期決算短信 
 

― 4 ― 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成21年５月14日に公表いたしました予

想を変更しておりません。 

 

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作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

該当事項はありません。 

 
 

 

 



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,420 3,252

受取手形及び売掛金 16,321 13,915

製品 8,689 6,603

仕掛品 3,710 4,085

原材料及び貯蔵品 3,806 3,793

その他 6,317 5,853

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 42,264 37,501

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 16,018 15,847

機械装置及び運搬具（純額） 27,834 28,386

工具、器具及び備品（純額） 4,859 5,301

土地 7,802 7,699

リース資産（純額） 9,964 9,028

建設仮勘定 6,982 5,574

有形固定資産合計 73,463 71,839

無形固定資産 2,835 1,952

投資その他の資産   

投資有価証券 2,217 3,398

その他 5,090 5,056

貸倒引当金 △30 △30

投資その他の資産合計 7,277 8,424

固定資産合計 83,576 82,215

資産合計 125,840 119,717
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,727 12,481

短期借入金 15,893 14,988

未払法人税等 400 445

賞与引当金 842 1,579

その他の引当金 22 64

その他 15,701 12,831

流動負債合計 46,586 42,391

固定負債   

社債 － 20

新株予約権付社債 7,000 7,000

長期借入金 5,602 5,660

退職給付引当金 3,975 3,902

その他の引当金 318 314

その他 7,128 6,767

固定負債合計 24,024 23,665

負債合計 70,611 66,056

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,609 5,609

資本剰余金 6,260 6,255

利益剰余金 42,217 41,802

自己株式 △540 △612

株主資本合計 53,547 53,055

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 139 △77

為替換算調整勘定 △4,094 △5,101

評価・換算差額等合計 △3,955 △5,178

新株予約権 545 539

少数株主持分 5,091 5,244

純資産合計 55,229 53,660

負債純資産合計 125,840 119,717

― 6 ―



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 44,211 33,512

売上原価 37,570 29,631

売上総利益 6,640 3,880

販売費及び一般管理費 3,770 2,869

営業利益 2,870 1,011

営業外収益   

受取利息 5 20

受取配当金 35 0

持分法による投資利益 23 －

為替差益 － 26

雇用調整助成金 － 57

その他 45 44

営業外収益合計 110 149

営業外費用   

支払利息 196 169

持分法による投資損失 － 41

為替差損 444 －

その他 81 94

営業外費用合計 722 305

経常利益 2,257 855

特別利益   

前期損益修正益 39 －

固定資産売却益 14 6

その他 12 －

特別利益合計 66 6

特別損失   

抱合せ株式消滅差損 － 296

たな卸資産評価損 277 －

その他 92 17

特別損失合計 370 313

税金等調整前四半期純利益 1,953 548

法人税、住民税及び事業税 699 198

法人税等調整額 133 △158

法人税等合計 832 39

少数株主利益又は少数株主損失（△） 166 △108

四半期純利益 954 618
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 1,953 548

減価償却費 2,902 3,849

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,127 782

受取利息及び受取配当金 △41 △20

支払利息 196 169

持分法による投資損益（△は益） △23 41

固定資産処分損益（△は益） 12 10

売上債権の増減額（△は増加） 1,092 △1,832

たな卸資産の増減額（△は増加） 126 △1,489

仕入債務の増減額（△は減少） △2,554 745

未払金の増減額（△は減少） △786 718

その他 △147 △159

小計 3,857 3,366

利息及び配当金の受取額 65 41

利息の支払額 △196 △169

法人税等の支払額 △1,037 △264

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,688 2,972

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） △186 △3

有形固定資産の取得による支出 △2,176 △1,917

有形固定資産の売却による収入 147 5

無形固定資産の取得による支出 △197 △13

その他 2 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,409 △1,931

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） 2,631 791

社債の償還による支出 △20 △20

長期借入れによる収入 － 1,033

長期借入金の返済による支出 △1,891 △1,307

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △99 △1,136

自己株式の純増減額（△は増加） 47 77

配当金の支払額 △345 △297

少数株主への配当金の支払額 △119 △102

財務活動によるキャッシュ・フロー 202 △962

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 87

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 473 167

現金及び現金同等物の期首残高 1,941 3,198

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 1

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,414 3,367
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(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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連

結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６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 

26,616 7,203 6,518 3,873 44,211 － 44,211

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,210 1 0 55 2,266 △2,266 －

計 28,826 7,204 6,518 3,928 46,477 △2,266 44,211

営業利益 1,232 444 665 540 2,883 △13 2,870

(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 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６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 

21,119 4,017 3,037 5,337 33,512 － 33,512

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

2,065 0 － 53 2,119 △2,119 －

計 23,185 4,017 3,037 5,390 35,631 △2,119 33,512

営業利益又は営業損失(△) △119 △256 366 934 924 87 1,011

(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、インド 
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【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,203 6,521 3,804 17,530

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 44,211

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

16.3 14.8 8.6 39.7

(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) 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。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,017 3,629 6,193 13,840

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 33,512

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

12.0 10.8 18.5 41.3

(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) アジア … 中国、インド 

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。 

 




