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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 32,904 5.6 898 23.7 933 32.2 917 57.9
23年3月期第2四半期 31,157 48.3 726 ― 706 ― 580 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 853百万円 （87.5％） 23年3月期第2四半期 455百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 43.62 ―

23年3月期第2四半期 27.63 ―

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

24年3月期第2四半期 42,328 15,604 36.4 732.95
23年3月期 40,418 14,814 36.2 695.61

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  15,414百万円 23年3月期  14,628百万円

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  
 

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

23年3月期 ― 2.00 ― 3.00 5.00
24年3月期 ― 3.00

24年3月期（予想） ― 4.00 7.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 68,000 12.0 1,600 23.7 1,600 23.5 1,600 36.5 76.08



(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）  ：  有  

(注)詳細は、添付資料２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。 

(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２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 

(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。 

4.  その他

新規 1社 （社名） ユニバンスタイランドCo.,Ltd. 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 23,396,787 株 23年3月期 23,396,787 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 2,366,637 株 23年3月期 2,366,637 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 21,030,150 株 23年3月期2Q 21,030,505 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災および原発問題により低下した企業活動がサプ

ライチェーンの早期復旧などにより持ち直したものの、欧州の財政危機および米国経済の停滞や急激な円高の進行

等により、先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

自動車業界におきましては、サプライチェーン寸断などの被害により第１四半期は生産の低迷がございました

が、当第２四半期には企業の生産活動も回復基調となっております。  

このような環境の中、当社グループの当第２四半期連結累計期間の連結売上高は、主に北米向け新規受注製品の

販売増加に伴い、329億４百万円と前年同期に比べ17億47百万円（5.6％）の増加となりました。 

利益面におきましても、売上高の増加と合理化活動により、営業利益は８億98百万円（前年同期比23.7％増）、

経常利益は９億33百万円（前年同期比32.2％増）、四半期純利益では９億17百万円（前年同期比57.9％増）となり

ました。 

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＞ 

 北米向け四輪駆動装置及び農機用駆動装置の販売が増加し、売上高は177億29百万円（前年同期比17.8％増）と

なりました。セグメント利益につきましては、売上高の増加および合理化活動により７億59百万円（前年同期比

375.5％増）となりました。 

＜部品事業＞  

 国内向け自動車部品の販売減により、売上高は150億20百万円（前年同期比5.8％減）となりました。セグメント

利益につきましては、売上高の減少により１億15百万円（前年同期比78.0％減）となりました。 

＜その他＞  

 製品輸送及び工場附帯サ－ビス量の減少により、売上高は１億54百万円（前年同期比3.6％減）となりました。

セグメント利益につきましては、売上高の減少により26百万円（前年同期比33.6％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２四半期連結会計期間末における総資産は、前期末に比べ19億10百万円増加し、423億28百万円となりまし

た。これは主に、現金及び預金が22億28百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が32億75百万円増加し、設備

投資により有形固定資産が８億62百万円増加したことによります。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は、前期末に比べ11億20百万円増加し、267億24百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金が23億49百万円増加し、未払金が９億10百万円増加した一方で、短期借入金

および長期借入金が22億68百万円減少したことによります。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前期末に比べ７億90百万円増加し、156億４百万円となりまし

た。これは主に、四半期純利益を９億17百万円計上したことによります。 

 以上の結果、自己資本比率は36.4％となり、前連結会計年度末と比較して0.2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24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年８月９日公表の「業績予想のお知らせ」から変更はあ

りません。業績予想を見直す必要が生じた場合には速やかに開示する予定であります。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第１四半期連結累計期間において、ユニバンスタイランドCo.,Ltd.を新たに設立したため、連結の範囲に含めて

おります。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四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。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,957,549 7,729,017

受取手形及び売掛金 8,093,056 11,368,818

製品 963,494 605,004

仕掛品 1,446,533 1,603,814

原材料及び貯蔵品 2,100,030 2,169,895

繰延税金資産 5,856 14,065

その他 896,976 1,149,331

貸倒引当金 △12,338 △10,228

流動資産合計 23,451,159 24,629,718

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 10,222,582 10,394,653

減価償却累計額 △7,313,980 △7,435,060

建物及び構築物（純額） 2,908,602 2,959,593

機械装置及び運搬具 52,373,378 53,482,171

減価償却累計額及び減損損失累計額 △45,559,799 △46,165,390

機械装置及び運搬具（純額） 6,813,578 7,316,781

工具、器具及び備品 4,034,643 4,001,287

減価償却累計額 △3,698,895 △3,674,839

工具、器具及び備品（純額） 335,748 326,448

土地 2,546,142 2,546,016

建設仮勘定 170,727 488,725

有形固定資産合計 12,774,799 13,637,564

無形固定資産 769,914 711,345

投資その他の資産   

投資有価証券 3,363,473 3,257,536

繰延税金資産 － 28,262

その他 58,931 64,317

投資その他の資産合計 3,422,405 3,350,116

固定資産合計 16,967,119 17,699,027

資産合計 40,418,279 42,328,745

㈱ユニバンス(7254) 平成24年3月期 第2四半期決算短信

－ 3 －



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,622,499 8,972,369

短期借入金 3,629,536 2,521,596

未払金 1,779,777 2,690,391

未払費用 1,649,805 2,010,077

未払法人税等 64,013 42,014

賞与引当金 692,165 674,402

役員賞与引当金 12,960 8,720

事業構造改善引当金 368,664 229,501

環境対策引当金 28,563 28,563

繰延税金負債 － 10,805

その他 90,392 47,250

流動負債合計 14,938,378 17,235,693

固定負債   

長期借入金 6,833,409 5,672,611

繰延税金負債 757,517 733,796

退職給付引当金 2,672,638 2,680,028

役員退職慰労引当金 307,880 307,880

資産除去債務 86,424 86,572

その他 7,523 7,523

固定負債合計 10,665,393 9,488,411

負債合計 25,603,771 26,724,105

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 9,307,302 10,161,377

自己株式 △625,427 △625,427

株主資本合計 14,257,757 15,111,832

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,013,478 947,210

為替換算調整勘定 △642,358 △644,911

その他の包括利益累計額合計 371,119 302,298

少数株主持分 185,631 190,509

純資産合計 14,814,508 15,604,640

負債純資産合計 40,418,279 42,328,745
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 31,157,212 32,904,561

売上原価 27,825,580 29,060,748

売上総利益 3,331,632 3,843,812

販売費及び一般管理費   

荷造費 117,836 173,598

人件費 1,218,898 1,308,686

賃借料 49,946 29,634

減価償却費 196,020 185,070

賞与引当金繰入額 146,872 156,821

役員賞与引当金繰入額 6,480 8,720

退職給付費用 58,288 34,673

その他 810,615 1,047,829

販売費及び一般管理費合計 2,604,959 2,945,034

営業利益 726,673 898,777

営業外収益   

受取利息 3,220 2,293

受取配当金 12,548 25,915

受取賃貸料 11,743 14,244

助成金収入 － 26,418

受取補償金 17,150 32,530

持分法による投資利益 5,383 3,078

その他 27,737 35,822

営業外収益合計 77,785 140,303

営業外費用   

支払利息 91,567 82,354

為替差損 5,820 11,258

その他 1,043 11,853

営業外費用合計 98,430 105,465

経常利益 706,027 933,615

特別利益   

固定資産売却益 229 4,488

貸倒引当金戻入額 5,220 －

負ののれん発生益 3,653 －

特別利益合計 9,103 4,488

特別損失   

固定資産売却損 556 －

固定資産除却損 10,010 6,538

投資有価証券評価損 28,589 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 83,621 －

特別損失合計 122,777 6,538

税金等調整前四半期純利益 592,353 931,565

法人税等 △3,166 9,965

少数株主損益調整前四半期純利益 595,520 921,599

少数株主利益 14,520 4,363

四半期純利益 580,999 917,236
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 595,520 921,599

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △110,405 △65,639

為替換算調整勘定 △29,782 △1,526

持分法適用会社に対する持分相当額 － △754

その他の包括利益合計 △140,187 △67,921

四半期包括利益 455,332 853,678

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 440,660 848,415

少数株主に係る四半期包括利益 14,672 5,262
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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 592,353 931,565

減価償却費 1,401,299 1,308,170

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 83,621 －

負ののれん発生益 △3,653 －

持分法による投資損益（△は益） △5,383 △3,078

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,118 7,100

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,151 △17,762

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,480 △4,240

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,773 △2,110

受取利息及び受取配当金 △15,769 △28,209

為替差損益（△は益） 9,447 12,352

支払利息 91,567 82,354

有形固定資産売却損益（△は益） △229 △4,488

固定資産除売却損益（△は益） 10,566 6,538

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 28,588 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,170,761 △3,504,946

たな卸資産の増減額（△は増加） △85,457 132,089

その他の固定資産の増減額（△は増加） 14,639 △5,386

その他の流動資産の増減額（△は増加） △33,338 △15,209

仕入債務の増減額（△は減少） 1,080,095 2,649,912

未払費用の増減額（△は減少） 333,792 359,042

その他の流動負債の増減額（△は減少） △139,807 △48,169

その他の固定負債の増減額（△は減少） 145 147

小計 2,227,692 1,855,672

利息及び配当金の受取額 16,987 28,900

利息の支払額 △92,964 △80,516

事業構造改善に伴う支出 △301,794 △139,162

法人税等の支払額 △27,739 △40,380

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,822,182 1,624,513

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △1,204 △1,200

定期預金の払戻による収入 － 9,873

投資有価証券の取得による支出 △906 △905

有形固定資産の取得による支出 △490,743 △1,507,566

有形固定資産の売却による収入 6,382 5,324

無形固定資産の取得による支出 △1,105 △19,329

その他 3 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △487,574 △1,513,803
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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） 160,000 △1,120,000

長期借入金の返済による支出 △1,074,538 △1,148,738

自己株式の取得による支出 △44 －

配当金の支払額 － △62,527

少数株主への配当金の支払額 △385 △385

財務活動によるキャッシュ・フロー △914,967 △2,331,650

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,951 1,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 416,688 △2,219,857

現金及び現金同等物の期首残高 7,449,097 9,932,475

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,865,786 7,712,617
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 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30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２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30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。  

  

 該当事項はありません。   

（４）継続企業の前提に関する注記

（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   15,049,097 15,947,669 30,996,767 160,445  31,157,212  － 31,157,212

セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 － － － 366,395  366,395  △366,395 －

計   15,049,097 15,947,669 30,996,767 526,841  31,523,608  △366,395 31,157,212

セグメント利益   159,745 524,288 684,034 39,574  723,608  3,064 726,673

  

  

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   17,729,102 15,020,866 32,749,968 154,592  32,904,561  － 32,904,561

セグメント間の内部 

売上高又は振替高  
 － － － 404,647  404,647  △404,647 －

計   17,729,102 15,020,866 32,749,968 559,239  33,309,208  △404,647 32,904,561

セグメント利益   759,659 115,102 874,761 26,295  901,056  △2,279 898,777

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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所在地別情報  

前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

   

当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成23年９月30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

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

調整額 
（千円） 

連結損益
計算書 
（千円） 

売上高                                    

外部顧客への売上高  30,665,724  389,743  101,745  31,157,212  －  31,157,212

内部売上高  188,861  －  191,947  380,808  △380,808  －

計  30,854,585  389,743  293,692  31,538,021  △380,808  31,157,212

営業利益または営業損失（△）  781,064  △109,417  60,325  731,972  △5,298  726,673

  
日本 

（千円） 
北米

（千円） 
アジア
（千円） 

計
（千円） 

調整額 
（千円） 

連結損益
計算書 
（千円） 

売上高                                    

外部顧客への売上高  32,005,833  791,140  107,587  32,904,561  －  32,904,561

内部売上高  270,522  －  170,685  441,207  △441,207  －

計  32,276,355  791,140  278,272  33,345,768  △441,207  32,904,561

営業利益または営業損失（△）  908,980  3,286  △11,201  901,065  △2,287  898,777
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