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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 49,312 △3.9 295 △74.0 180 △84.6 158 △86.4
24年3月期第3四半期 51,322 9.5 1,136 △1.9 1,170 4.1 1,164 17.0

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △203百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 1,103百万円 （△0.8％）

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

25年3月期第3四半期 7.56 ―
24年3月期第3四半期 55.35 ―

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

25年3月期第3四半期 39,631 16,157 40.4 766.04
24年3月期 43,716 16,559 37.5 779.09
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  16,004百万円 24年3月期  16,382百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
期末配当金の予想額につきましては現時点では未定です。 

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

24年3月期 ― 3.00 ― 4.00 7.00
25年3月期 ― 3.00 ―
25年3月期（予想） ― ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 64,500 △6.3 250 △84.3 50 △96.9 50 △96.6 2.39



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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きの対象外であり、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
四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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およ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。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付
資料の２ページ「１．(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 23,396,787 株 24年3月期 23,396,787 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 2,503,896 株 24年3月期 2,366,686 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 20,920,331 株 24年3月期3Q 21,030,150 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間のわが国の経済は、上期はエコカー補助金などの自動車購入支援策による効果があっ

たものの、一方で、欧州の金融不安や領土問題における近隣諸国との関係悪化など、先行き不透明な状態が続いて

おります。 

このような環境の中、当社グループの連結売上高は、493億12百万円で、前年同期に比べ20億10百万円（3.9％）

の減少となりました。 

利益面におきましては、売上の減少および販売構成の変化、海外展開に伴う費用の発生等により、営業利益は２

億95百万円（前年同期比74.0％減）、経常利益は１億80百万円（前年同期比84.6％減）、四半期純利益は１億58百

万円（前年同期比86.4％減）となりました。 

なお、当社グループが取り組んでいる海外拠点の強化につきましては、計画どおり進行中であります。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。  

＜ユニット事業＞ 

 主に四輪駆動装置の販売減により、売上高は252億84百万円（前年同期比7.8％減）となりました。セグメント利

益につきましては、売上の減少、海外拠点の強化に伴う先行費用の発生等により６億73百万円（前年同期比13.9％

減）となりました。 

＜部品事業＞  

 エコカー補助金等による国内向け自動車部品の販売増および新規受注部品の販売開始により、売上高は238億24

百万円（前年同期比0.8％増）となりました。セグメント利益につきましては、市場競争力強化のため、LCC化や国

内ものつくり強化を図っておりますが、厳しい市場競争による販売価格の低下、海外拠点の強化に伴う先行費用の

発生等により３億89百万円の損失（前年同期に比べ６億82百万円の減少）となりました。 

＜その他＞  

 製品輸送及び工場附帯サ－ビス量の増加により、売上高は２億３百万円（前年同期比15.6％減）となりました。

セグメント利益につきましては、14百万円（前年同期比74.4％減）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ40億84百万円減少し、396億31百万円となりまし

た。これは主に、有形固定資産が５億円増加し、無形固定資産が１億95百万円増加した一方で、現金及び預金が35

億96百万円減少し、時価評価により投資有価証券が５億５百万円減少したことによります。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、前期末に比べ36億83百万円減少し、234億74百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金が12億60百万円、未払金が12億92百万円それぞれ減少したことによります。

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前期末に比べ４億１百万円減少し、161億57百万円となりまし

た。これは主に、その他有価証券評価差額金が３億26百万円減少したことによります。 

 以上の結果、自己資本比率は40.4％となり、前連結会計年度末と比較して2.9ポイント増加しております。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期の通期業績見通しにつきましては、平成24年11月９日付けで公表いたしました連結業績予想に変

更はございません。今後の業績動向により業績予想の修正が必要となった場合には、速やかに開示いたします。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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しております。  

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、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

純利益はそれぞれ30,798千円増加しております。 

  

（四半期貸借対照表関係） 

 過年度において、親会社の固定資産の取得原価および減価償却累計額が、集計誤りにより同額過少に計上され

ていました。修正再表示の結果、前連結会計年度の固定資産の取得価額および減価償却累計額がそれぞれ

2,648,169千円増加しておりますが、帳簿価額および減価償却費に影響はありません。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,768,828 3,172,251

受取手形及び売掛金 10,684,728 9,591,430

製品 1,558,549 1,312,986

仕掛品 1,669,794 2,147,647

原材料及び貯蔵品 2,109,302 2,246,015

繰延税金資産 14,339 9,960

その他 1,310,279 1,369,057

貸倒引当金 △10,636 △9,168

流動資産合計 24,105,185 19,840,181

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,409,838 10,589,332

減価償却累計額 △7,545,862 △7,819,619

建物及び構築物（純額） 2,863,976 2,769,713

機械装置及び運搬具 54,538,405 58,309,150

減価償却累計額及び減損損失累計額 △46,314,070 △49,645,796

機械装置及び運搬具（純額） 8,224,335 8,663,354

工具、器具及び備品 4,105,049 4,423,058

減価償却累計額 △3,746,882 △4,065,379

工具、器具及び備品（純額） 358,167 357,679

土地 2,410,369 2,410,347

建設仮勘定 977,396 1,133,291

有形固定資産合計 14,834,245 15,334,386

無形固定資産 681,206 876,579

投資その他の資産   

投資有価証券 3,936,150 3,430,786

繰延税金資産 49,431 37,835

その他 110,189 112,126

投資その他の資産合計 4,095,770 3,580,748

固定資産合計 19,611,222 19,791,714

資産合計 43,716,408 39,631,895
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,946,606 7,686,412

短期借入金 2,511,796 2,690,896

未払金 3,425,726 2,133,399

未払費用 1,954,178 1,301,562

未払法人税等 55,494 34,360

賞与引当金 791,429 447,853

役員賞与引当金 17,440 15,525

事業構造改善引当金 147,417 90,756

環境対策引当金 28,563 28,563

繰延税金負債 12,781 12,902

その他 106,735 213,304

流動負債合計 17,998,168 14,655,536

固定負債   

長期借入金 5,238,863 5,043,366

繰延税金負債 872,392 687,701

退職給付引当金 2,653,200 2,694,581

役員退職慰労引当金 307,880 305,880

資産除去債務 86,719 86,945

固定負債合計 9,159,056 8,818,474

負債合計 27,157,224 23,474,011

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 2,075,882 2,075,882

利益剰余金 10,660,271 10,671,556

自己株式 △625,441 △672,202

株主資本合計 15,610,712 15,575,236

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,451,765 1,125,153

為替換算調整勘定 △680,187 △695,671

その他の包括利益累計額合計 771,578 429,482

少数株主持分 176,892 153,164

純資産合計 16,559,183 16,157,884

負債純資産合計 43,716,408 39,631,895
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 51,322,969 49,312,509

売上原価 45,300,561 44,470,901

売上総利益 6,022,408 4,841,608

販売費及び一般管理費   

荷造費 491,080 253,634

人件費 1,998,858 2,131,620

賃借料 59,869 54,816

減価償却費 289,632 261,864

賞与引当金繰入額 251,435 294,364

役員賞与引当金繰入額 13,080 15,525

退職給付費用 51,706 59,947

その他 1,729,916 1,474,763

販売費及び一般管理費合計 4,885,579 4,546,536

営業利益 1,136,828 295,072

営業外収益   

受取利息 3,268 1,115

受取配当金 51,014 57,177

受取賃貸料 23,383 29,165

持分法による投資利益 3,721 1,336

助成金収入 26,418 －

受取補償金 39,690 272

その他 50,577 57,567

営業外収益合計 198,075 146,633

営業外費用   

支払利息 118,325 99,336

為替差損 28,740 111,169

その他 17,716 50,609

営業外費用合計 164,781 261,115

経常利益 1,170,122 180,589

特別利益   

固定資産売却益 5,099 1,539

負ののれん発生益 － 4,004

特別利益合計 5,099 5,543

特別損失   

固定資産除却損 12,816 15,239

事業整理損 － 5,888

特別損失合計 12,816 21,127

税金等調整前四半期純利益 1,162,406 165,006

法人税等合計 △4,840 28,965

少数株主損益調整前四半期純利益 1,167,246 136,040

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,208 △22,208

四半期純利益 1,164,038 158,249
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,167,246 136,040

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,801 △324,409

為替換算調整勘定 △51,819 △12,534

持分法適用会社に対する持分相当額 △871 △2,181

その他の包括利益合計 △63,492 △339,126

四半期包括利益 1,103,754 △203,085

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,101,951 △183,846

少数株主に係る四半期包括利益 1,802 △19,238

 
㈱ユニバンス(7254) 平成25年３月期 第3四半期決算短信

－ 7 －



 該当事項はありません。    

   

 該当事項はありません。    

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23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：千円） 

  （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業および工場附帯

サービス事業等を含んでおります。  

     ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去およびセグメント間未実現利益消去であります。 

     ３．セグメント利益は、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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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：千円） 

  （注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流事業および工場附帯

サービス事業等を含んでおります。  

     ２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去およびセグメント間未実現利益消去であります。 

     ３．セグメント利益は、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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  

  

報告セグメント  
その他 

（注）１
合計  

調整額 

（注）２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 

ユニット 

事業  
部品事業 計  

売上高                

外部顧客への売上高   27,437,499 23,643,837 51,081,336 241,632 51,322,969  － 51,322,969

セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 － － － 639,105 639,105  △639,105 －

計   27,437,499 23,643,837 51,081,336 880,738 51,962,075  △639,105 51,322,969

セグメント利益   782,250 293,187 1,075,437 56,096 1,131,533  5,295 1,136,828

  

  

報告セグメント  
その他 

（注）１
合計  

調整額 

（注）２ 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）３ 

ユニット 

事業  
部品事業 計  

売上高                

外部顧客への売上高   25,284,314  23,824,246 49,108,561 203,948 49,312,509  － 49,312,509

セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 － 70,852 70,852 789,469 860,322  △860,322 －

計   25,284,314  23,895,099  49,179,413  993,418  50,172,831  △860,322  49,312,509

セグメント利益又は損失

（△）  
 673,500  △389,356  284,144  14,361  298,506  △3,433  295,072
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前連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

    

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成24年12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々又は地域 

(1)北米………アメリカ 

(2)アジア……インドネシア、タイ 

  

  

４．補足情報

所在地別情報

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（千円） 

売上高                                    

外部顧客への売上高  49,974,478  1,181,680  166,810  51,322,969  －  51,322,969

内部売上高  631,598  －  300,101  931,700  △931,700  －

計  50,606,077  1,181,680  466,912  52,254,670  △931,700  51,322,969

営業利益または営業損失（△）  1,190,156  △10,123  △80,112  1,099,921  36,907  1,136,828

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連結 
損益計算書 
計上額  
（千円） 

売上高                                    

外部顧客への売上高  47,803,279  1,343,017  166,211  49,312,509  －  49,312,509

内部売上高  1,165,862  －  440,636  1,606,498  △1,606,498  －

計  48,969,142  1,343,017  606,848  50,919,008  △1,606,498  49,312,509

営業利益または営業損失（△）  859,761  △96,430  △466,156  297,173  2,101  295,072
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