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（百万円未満切捨て） 

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30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 ％

26年３月期第１四半期 61,443 5.9 2,756 △51.7 4,430 △20.8 2,589 △22.6
25年３月期第１四半期 58,019 12.6 5,710 16.4 5,592 16.1 3,347 15.8
（注）包括利益  26年３月期第１四半期  6,812百万円（16.0％）  25年３月期第１四半期  5,874百万円

（41.1％） 

 

 
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

26年３月期第１四半期 54.82 54.33
25年３月期第１四半期 71.27 70.28
 

(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期 186,471 111,765 56.1 
25年３月期 167,805 105,009 58.9 
（参考）自己資本    26年３月期第１四半期  104,532百万円  25年３月期  98,848百万円 

 

２．配当の状況 

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 

25年３月期 － 12.50 － 12.50 25.00 
26年３月期 －  
26年３月期(予想)  12.50 － 12.50 25.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期 
(累計) 

127,500 8.8 6,800 △38.2 6,700 △34.7 4,200 △31.6 88.87

通      期 265,000 11.4 17,000 6.1 16,500 △9.1 9,900 △11.7 209.49
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 



 

※ 注記事項 
 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ：無 

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 
新規 － 社  （社名） 

 
、除外 － 社  （社名  ） 

  

(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 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無 
② ①以外の会計方針の変更 ：無 
③ 会計上の見積りの変更 ：無 
④ 修正再表示 ：無 

 

(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) 26年３月期１Ｑ 47,288,073株 25年３月期 47,215,773株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 31,900株 25年３月期 31,900株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期１Ｑ 47,229,640株 25年３月期１Ｑ 46,969,715株

 
 

※ 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の対象外でありますが、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連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

 

※ 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及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。なお、上記予想に関する事項は、四半期

決算短信［添付資料］２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報」の「(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説

明」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当社グループの当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高につきましては国内及び中国における減産

影響等はあるものの、販売用型設備の販売増に加え、円安に起因する為替影響により614億円（前年同期比34億

円増、5.9％増）となりました。一方、利益につきましては、当社グループをあげて取り組んでおりますＵＰＳ

（ユニプレス生産システム）活動を柱とした合理化効果はあるものの、新車展開に係る費用負担増や北米にお

ける増産に対応する為の一時的費用の負担影響により、営業利益は27億円（同29億円減、51.7％減）となりま

した。経常利益は為替差益の発生もあり44億円（同11億円減、20.8％減）、四半期純利益は25億円（同7億円減、

22.6％減）となりました。 

 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 日本 

得意先の減産の影響により、売上高は256億円（前年同期比40億円減、13.7％減）となり、セグメント利益

（営業利益）は9億円（同18億円減、66.0％減）となりました。 

 

② 北米 

得意先の増産影響と販売用型設備の販売増に加え為替影響もあり、売上高は145億円（同59億円増、69.5％

増）となったものの、セグメント利益は相次ぐ新車展開に係る費用負担に加え、増産に対応するための一時

的費用の負担影響により8千万円の損失（前年同期は6億円の利益）となりました。 

 

③ 欧州 

減産影響はあるものの為替影響が大きく、売上高は65億円（前年同期比1億円増、2.3％増）となり、セグ

メント利益は5億円（同1億円減、19.6％減）となりました。 

 

④ アジア 

中国における減産影響はあるものの、為替影響等により、売上高は146億円（同14億円増、10.5％増）とな

りました。一方、セグメント利益は、減産影響に加えインドネシア及び中国の新拠点の初期投資費用の負担

影響もあり11億円（同6億円減、36.6％減）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は為替影響等により、受取手形及び売掛金が56億円、有形固定

資産が77億円それぞれ増加した為、前連結会計年度末に比べ186億円増の1,864億円となりました。 

負債につきましては、支払手形及び買掛金が60億円、長短借入金が30億円それぞれ増加したこと等により、

前連結会計年度末に比べ119億円増の747億円となりました。 

純資産につきましては、利益剰余金が20億円、その他の包括利益累計額が35億円それぞれ増加したこと等に

より、前連結会計年度末に比べ67億円増の1,117億円となりました。自己資本比率は総資産が為替影響等によっ

て大きく増加したことにより、前連結会計年度末に比べ2.8ポイントマイナスの56.1％となりました。 

 

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、概ね予想の範囲内で推移していることから、平成25年５月

15日に公表いたしました予想を変更しておりません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 8,823  9,183

  受取手形及び売掛金 29,705  35,335

  たな卸資産 24,481  25,031

  その他 9,956  11,809

  貸倒引当金 △0  △0

  流動資産合計 72,966  81,359

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 17,804  19,945

   機械装置及び運搬具（純額） 33,272  37,838

   土地 7,802  7,479

   建設仮勘定 11,134  12,044

   その他（純額） 11,746  12,253

   有形固定資産合計 81,761  89,560

  無形固定資産 2,365  2,403

  投資その他の資産  

   投資有価証券 5,145  7,762

   その他 5,570  5,392

   貸倒引当金 △4  △6

   投資その他の資産合計 10,712  13,148

  固定資産合計 94,839  105,111

 資産合計 167,805  186,471
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成25年６月30日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 16,223  22,257

  短期借入金 12,369  15,102

  未払法人税等 1,487  1,314

  賞与引当金 2,277  1,125

  その他の引当金 120  27

  その他 13,220  16,877

  流動負債合計 45,699  56,704

 固定負債  

  長期借入金 7,507  7,847

  退職給付引当金 4,206  4,259

  その他の引当金 147  150

  その他 5,234  5,742

  固定負債合計 17,097  18,001

 負債合計 62,796  74,705

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 9,639  9,683

  資本剰余金 10,697  10,741

  利益剰余金 81,982  83,983

  自己株式 △14  △14

  株主資本合計 102,305  104,393

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 344  604

  為替換算調整勘定 △3,519  △169

  在外子会社の年金債務調整額 △281  △295

  その他の包括利益累計額合計 △3,456  138

 新株予約権 313  296

 少数株主持分 5,847  6,936

 純資産合計 105,009  111,765

負債純資産合計 167,805  186,471
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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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 58,019  61,443

売上原価 48,517  54,312

売上総利益 9,501  7,131

販売費及び一般管理費 3,791  4,374

営業利益 5,710  2,756

営業外収益  

 受取利息 23  20

 受取配当金 20  28

 為替差益 －  1,618

 持分法による投資利益 43  39

 その他 79  160

 営業外収益合計 166  1,867

営業外費用  

 支払利息 113  148

 為替差損 133  －

 その他 36  44

 営業外費用合計 284  192

経常利益 5,592  4,430

特別利益  

 固定資産売却益 15  11

 持分変動利益 －  97

 関係会社株式売却益 38  －

 特別利益合計 54  108

特別損失  

 固定資産処分損 46  71

 特別損失合計 46  71

税金等調整前四半期純利益 5,600  4,467

法人税等 2,058  1,696

少数株主損益調整前四半期純利益 3,541  2,771

少数株主利益 194  182

四半期純利益 3,347  2,589
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四半期連結包括利益計算書 

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24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,541  2,771

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △274  259

 為替換算調整勘定 2,561  3,773

 在外子会社の年金債務調整額 7  △23

 持分法適用会社に対する持分相当額 36  31

 その他の包括利益合計 2,332  4,040

四半期包括利益 5,874  6,812

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 5,353  6,185

 少数株主に係る四半期包括利益 520  626

 



ユニプレス株式会社 (5949) 平成26年３月期 第１四半期決算短信 
 
 

― 8 ― 

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（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。 

 

（セグメント情報等） 

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 

前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 

売上高   

  外部顧客への売上高 29,776 8,574 6,391 13,275 58,019 － 58,019

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

6,617 0 0 579 7,197 △7,197 －

計 36,393 8,575 6,392 13,855 65,217 △7,197 58,019

セグメント利益又は損失
（△） 

2,800 699 728 1,774 6,002 △292 5,710

(注) １．調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）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。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２ 

売上高   

  外部顧客への売上高 25,698 14,531 6,536 14,675 61,443 － 61,443

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

5,372 5 － 70 5,448 △5,448 －

計 31,071 14,537 6,536 14,746 66,892 △5,448 61,443

セグメント利益又は損失
（△） 

953 △84 585 1,125 2,579 176 2,756

(注) １. 調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２. セグメント利益又は損失（△）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。 

 

 

 


