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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 125,206 △13.6 7,995 △6.2 7,500 △1.0 4,457 △4.0

21年3月期第3四半期 144,909 ― 8,523 ― 7,572 ― 4,641 ―

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3四半期 112.02 96.85
21年3月期第3四半期 117.24 101.91

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3四半期 131,139 58,618 39.9 1,310.55
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3四半期  52,337百万円 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  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ― 7.50 ―

22年3月期 
（予想）

7.50 15.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 165,000 △8.7 9,700 △7.8 8,500 4.2 4,800 32.4 120.19
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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）  有  
新規 １社 （社名 ユニプレス精密広州会社） 
（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。 

(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3四半期 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3四半期  614,744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3四半期 39,792,952株 21年3月期第3四半期 39,592,337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３四半期連結累計期間の連結業績は、減産の影響と円高に起因する為替換

算の影響により、売上高は1,252億円（前年同期比197億円減、13.6％減）となりました。収益に

つきましては、為替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部品・トランスミッション部品工場の再配置の実施

による収益改善に努めた結果、営業利益は79億円（同５億円減、6.2％減）、経常利益は75億円

（同０億円減、1.0％減）、四半期純利益は44億円（同１億円減、4.0％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771億円（前年同期比30億円減、3.8％減）となっ

たものの、国内生産体制再整備の効果等により、営業利益は29億円（同17億円増、145.0％増）と

なりました。 

②北米地域 

当社グループの売上高は、減産及び為替影響により155億円（同75億円減、32.6％減）となり、

営業利益は３億円（同６億円減、68.6％減）となりました。 

③欧州地域 

当社グループの売上高は、減産及び為替影響により122億円（前年同期比87億円減、41.7％減）

となり、営業利益は15億円（同14億円減、48.1％減）となりました。 

④アジア地域 

当社グループの売上高は、203億円（同３億円減、1.9％減）となり営業利益は31億円（同１億

円増、6.5％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３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ増産に転じたことに

より受取手形及び売掛金が68億円増加、販売用型設備の増加によりたな卸資産が36億円増加した

こと等により、前連結会計年度末に比べ114億円増の1,311億円となりました。 

負債につきましては、増産影響により支払手形及び買掛金が35億円増加、販売用型設備の仕入

増により未払金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ64億円増の725億円となりまし

た。 

純資産につきましては、四半期純利益が44億円となったことにより、前連結会計年度末に比べ

49億円増の586億円となりました。 

結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.1ポイントマイナスの39.9％となりました。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間の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71億円、減価償却費を121億円計上したこと、売上債権が68億円増加したこと等により、122億

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51億円取得した結果、48億円の支出と

なりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、シンジケートローン70億円等合計82億円の長期借入を

実行し、長短借入金等の返済に充当した結果44億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29億円増加し61億円となりました。 

 

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11月12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） 

新規連結：ユニプレス精密広州会社 

ユニプレス精密広州会社を新規設立したことにより、当第３四半期連結会計期間より連結子会

社としております。 

 

(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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,162 3,252

受取手形及び売掛金 20,725 13,915

製品 10,276 6,603

仕掛品 4,346 4,085

原材料及び貯蔵品 3,505 3,793

その他 7,089 5,853

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 52,104 37,501

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,342 15,847

機械装置及び運搬具（純額） 26,430 28,386

工具、器具及び備品（純額） 4,404 5,301

土地 7,787 7,699

リース資産（純額） 8,985 9,028

建設仮勘定 5,894 5,574

有形固定資産合計 68,844 71,839

無形固定資産 2,573 1,952

投資その他の資産   

投資有価証券 2,645 3,398

その他 5,002 5,056

貸倒引当金 △30 △30

投資その他の資産合計 7,617 8,424

固定資産合計 79,034 82,215

資産合計 131,139 119,717
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,007 12,481

短期借入金 10,402 14,988

未払法人税等 1,674 445

賞与引当金 1,254 1,579

その他の引当金 61 64

その他 16,212 12,831

流動負債合計 45,611 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 9,450 5,660

退職給付引当金 4,032 3,902

その他の引当金 361 314

その他 6,064 6,767

固定負債合計 26,909 23,665

負債合計 72,521 66,056

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,609 5,609

資本剰余金 6,308 6,255

利益剰余金 45,688 41,802

自己株式 △415 △612

株主資本合計 57,191 53,055

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 342 △77

為替換算調整勘定 △5,195 △5,101

評価・換算差額等合計 △4,853 △5,178

新株予約権 636 539

少数株主持分 5,644 5,244

純資産合計 58,618 53,660

負債純資産合計 131,139 119,717
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 144,909 125,206

売上原価 125,153 107,634

売上総利益 19,755 17,572

販売費及び一般管理費 11,232 9,577

営業利益 8,523 7,995

営業外収益   

受取利息 45 33

受取配当金 53 4

持分法による投資利益 40 14

雇用調整助成金 － 59

その他 176 118

営業外収益合計 316 230

営業外費用   

支払利息 554 514

為替差損 452 4

その他 260 205

営業外費用合計 1,267 725

経常利益 7,572 7,500

特別利益   

前期損益修正益 39 －

固定資産売却益 20 61

持分変動利益 － 81

その他 19 8

特別利益合計 79 150

特別損失   

抱合せ株式消滅差損 － 296

たな卸資産評価損 277 －

固定資産処分損 339 209

その他 149 1

特別損失合計 767 507

税金等調整前四半期純利益 6,885 7,144

法人税、住民税及び事業税 1,492 2,401

法人税等調整額 462 115

法人税等合計 1,954 2,516

少数株主利益 289 170

四半期純利益 4,641 4,457
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 49,644 48,152

売上原価 44,532 41,022

売上総利益 5,111 7,129

販売費及び一般管理費 3,495 3,558

営業利益 1,615 3,570

営業外収益   

受取利息 25 5

受取配当金 17 3

持分法による投資利益 － 34

為替差益 － 10

その他 46 29

営業外収益合計 90 82

営業外費用   

支払利息 162 168

持分法による投資損失 18 －

為替差損 468 －

その他 99 26

営業外費用合計 748 195

経常利益 958 3,458

特別利益   

固定資産売却益 2 49

貸倒引当金戻入額 3 －

持分変動利益 － 81

その他 1 0

特別利益合計 6 131

特別損失   

固定資産処分損 77 96

労働災害補償金 42 －

その他 10 －

特別損失合計 131 96

税金等調整前四半期純利益 833 3,493

法人税、住民税及び事業税 △111 1,134

法人税等調整額 12 19

法人税等合計 △98 1,153

少数株主利益又は少数株主損失（△） △69 167

四半期純利益 1,001 2,172
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 7,144

減価償却費 9,294 12,114

賞与引当金の増減額（△は減少） △894 △348

受取利息及び受取配当金 △99 △38

支払利息 554 514

持分法による投資損益（△は益） △40 △14

固定資産処分損益（△は益） 318 148

売上債権の増減額（△は増加） △2,632 △6,872

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,140 △3,616

仕入債務の増減額（△は減少） △411 3,373

未払金の増減額（△は減少） △113 1,403

その他 2,106 184

小計 18,108 13,993

利息及び配当金の受取額 123 58

利息の支払額 △554 △514

法人税等の支払額 △1,774 △1,296

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,902 12,240

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 1

有形固定資産の取得による支出 △8,857 △5,112

有形固定資産の売却による収入 296 273

無形固定資産の取得による支出 △715 △45

その他 △41 24

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,512 △4,858

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 △5,106

社債の償還による支出 △40 △20

長期借入れによる収入 1,133 8,247

長期借入金の返済による支出 △6,028 △3,866

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △222 △3,730

自己株式の純増減額（△は増加） 114 249

配当金の支払額 △643 △596

少数株主からの払込みによる収入 － 542

少数株主への配当金の支払額 △139 △122

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,531 △4,403

現金及び現金同等物に係る換算差額 △347 △67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,511 2,911

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 4,452 6,111
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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 

【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

(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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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 

77,131 15,524 12,225 20,325 125,206 － 125,206

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

8,885 9 4 933 9,832 △9,832 －

計 86,016 15,533 12,230 21,258 135,039 △9,832 125,206

営業利益 2,977 312 1,526 3,122 7,938 56 7,995

(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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前第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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21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 

29,455 6,402 4,447 7,846 48,152 － 48,152

(2)セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

4,141 7 4 518 4,672 △4,672 －

計 33,596 6,409 4,452 8,365 52,824 △4,672 48,152

営業利益 1,642 536 453 888 3,521 49 3,570

 

【海外売上高】 

前第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．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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 15,533 13,892 22,900 52,325

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 125,206

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

12.4 11.1 18.3 41.8

(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、タイ 

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。 
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前第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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 北米 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,409 5,339 8,265 20,014

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 48,152

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

13.3 11.1 17.2 41.6

 

(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。 

 

 




