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各 位 
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問 合 せ 先  取 締 役  櫻 井 芳 久 

（TEL.０５３－５７６－１３１１） 

 
（訂正・数値データ訂正）「平成28年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」

の一部訂正について 

 
 

当社は、平成２７年８月６日に発表しました「平成28年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕

（連結）」につきまして訂正がありましたのでお知らせいたします。また、数値データに関して

も訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。 

 

 

記 

 

１．訂正の理由 

当社の子会社 UNIVANCE INC. (米国)において、売掛金の回収時の処理誤り及び売掛金計上時

の基礎となるデータの収集並びに処理上の手続誤りがあった可能性があることが判明したため、

速やかに過去のその内容及び根拠となるデータの状況等について調査を進めてまいりましたが、

調査の結果、平成 28 年 3月期第１四半期において、一部の取引先に対する売掛金の回収処理誤り

により、システム上で売上原価を減額する仕訳が作成されていたことが確認されました。また、

それ以外でも売掛金の計上が過大となっているものが確認されました。今回これらの訂正を行う

ものであります。 

 

    

 

２．訂正の内容 

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正前および訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正の箇所に

は下線を付して表示しております。 

 

 

以上 



（訂正後）
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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

 当第１四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、日本国内では消費増税による個人消費

の落ち込みが見られたものの、経済政策や金融政策の効果が継続したことにより景気は緩やかな回復基調で推移い

たしました。一方、海外では米国の景気が好調に推移いたしましたが、新興諸国の経済は依然として不透明な状況

が続いております。

 このような環境の中、当社グループの当第１四半期連結累計期間における売上高は、161億84百万円と前年同期

に比べ３億60百万円（2.3％）の増加となりました。

 利益面におきましては、売上高の増加があったものの、海外拠点の強化に伴う費用の発生により、営業利益は20

百万円（前年同期比89.8％減）、経常損失は、為替評価損の発生により94百万円（前年同期は１億93百万円の経常

利益）、親会社株主に帰属する四半期純損失は１億30百万円（前年同期は１億55百万円の親会社株主に帰属する四

半期純利益）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＞

 四輪駆動装置の販売増により、売上高は91億42百万円（前年同期比1.9％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効果等により３億76百万円（前年同期比249.5％増）となりました。

＜部品事業＞

 売上高は70億25百万円（前年同期比2.7％増）となりました。セグメント利益につきましては、売上高の増加が

あったものの、海外拠点の強化に伴う費用の発生により３億68百万円の損失（前年同期は97百万円の利益）となり

ました。

＜その他＞

 セグメント利益につきましては、17百万円（前年同期比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、主に現金及び預金の減少により、前期末に比べ６億43百万円減

少し、448億40百万円となりました。

 負債につきましては、主に長期借入金の減少により、前期末に比べ６億70百万円減少し、240億77百万円となり

ました。

 純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の増加および利益剰余金の減少により、前期末に比べ26百万

円増加し、207億62百万円となりました。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 平成28年３月期の第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成27年５月13日公表の

業績予測から変更はありません。業績予測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。
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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

 税金費用については、当第１四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。

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合につい

ては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四

半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持

分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結

累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

 これによる損益に与える影響はありません。
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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27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 4,426,452 3,804,114 

受取手形及び売掛金 9,521,109 9,230,848 

製品 1,336,713 1,333,147 

仕掛品 1,371,645 1,289,569 

原材料及び貯蔵品 2,995,233 2,824,648 

繰延税金資産 275,621 266,395 

その他 942,920 1,164,487 

貸倒引当金 △7,069 △7,185 

流動資産合計 20,862,626 19,906,025 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 12,125,015 12,093,370 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,658,223 △8,718,009 

建物及び構築物（純額） 3,466,791 3,375,360 

機械装置及び運搬具 62,338,753 62,539,077 

減価償却累計額及び減損損失累計額 △52,435,151 △53,052,442 

機械装置及び運搬具（純額） 9,903,601 9,486,635 

工具、器具及び備品 5,049,941 5,092,412 

減価償却累計額 △4,309,798 △4,346,453 

工具、器具及び備品（純額） 740,142 745,958 

土地 2,207,633 2,210,787 

リース資産 16,859 16,859 

減価償却累計額 △3,652 △4,495 

リース資産（純額） 13,206 12,363 

建設仮勘定 1,171,590 1,592,930 

有形固定資産合計 17,502,966 17,424,036 

無形固定資産 866,850 863,892 

投資その他の資産    

投資有価証券 5,698,006 6,115,287 

繰延税金資産 394,752 376,638 

その他 158,697 154,216 

投資その他の資産合計 6,251,456 6,646,142 

固定資産合計 24,621,273 24,934,071 

資産合計 45,483,899 44,840,097 
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    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成27年６月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 7,754,560 7,502,955 

短期借入金 2,466,961 2,387,988 

未払金 2,218,474 1,798,937 

未払費用 1,126,108 1,243,448 

リース債務 3,540 3,540 

未払法人税等 129,058 69,306 

賞与引当金 801,005 1,174,653 

役員賞与引当金 16,800 20,800 

環境対策引当金 28,563 28,563 

繰延税金負債 2,018 1,859 

その他 166,226 203,357 

流動負債合計 14,713,317 14,435,410 

固定負債    

長期借入金 4,807,623 4,281,968 

リース債務 10,326 9,441 

繰延税金負債 1,301,917 1,430,104 

役員退職慰労引当金 84,105 84,105 

資産除去債務 87,641 87,721 

退職給付に係る負債 3,742,363 3,748,365 

固定負債合計 10,033,977 9,641,705 

負債合計 24,747,295 24,077,116 

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 13,463,746 13,221,918 

自己株式 △672,755 △672,771 

株主資本合計 18,366,873 18,125,028 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 2,701,702 2,986,784 

為替換算調整勘定 45,013 △990 

退職給付に係る調整累計額 △383,058 △347,842 

その他の包括利益累計額合計 2,363,656 2,637,952 

非支配株主持分 6,074 － 

純資産合計 20,736,604 20,762,981 

負債純資産合計 45,483,899 44,840,097 
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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：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

売上高 15,823,614 16,184,081 

売上原価 13,993,212 14,648,104 

売上総利益 1,830,402 1,535,977 

販売費及び一般管理費    

荷造費 93,451 143,109 

人件費 724,742 766,260 

賃借料 30,416 20,092 

減価償却費 59,716 55,494 

賞与引当金繰入額 107,851 100,928 

役員賞与引当金繰入額 6,800 4,000 

退職給付費用 23,822 40,831 

その他 582,584 384,732 

販売費及び一般管理費合計 1,629,385 1,515,448 

営業利益 201,016 20,528 

営業外収益    

受取利息 166 166 

受取配当金 33,736 43,419 

受取賃貸料 8,760 7,890 

持分法による投資利益 1,634 942 

受取補償金 275 68 

その他 15,024 32,551 

営業外収益合計 59,598 85,038 

営業外費用    

支払利息 22,401 20,190 

為替差損 28,642 164,169 

外国源泉税 14,454 13,479 

その他 1,349 1,909 

営業外費用合計 66,847 199,747 

経常利益又は経常損失（△） 193,768 △94,180 

特別利益    

固定資産売却益 2,110 194 

国庫補助金 － 50,640 

特別利益合計 2,110 50,835 

特別損失    

固定資産除却損 63 30 

固定資産圧縮損 － 27,529 

特別損失合計 63 27,559 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
195,815 △70,904 

法人税等合計 39,236 64,931 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 156,579 △135,836 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
1,048 △4,984 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
155,531 △130,852 
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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：千円） 

 
前第１四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 156,579 △135,836 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 100,375 285,146 

為替換算調整勘定 65,641 △46,353 

退職給付に係る調整額 △3,374 34,525 

持分法適用会社に対する持分相当額 18 △63 

その他の包括利益合計 162,660 273,255 

四半期包括利益 319,239 137,418 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 316,937 143,443 

非支配株主に係る四半期包括利益 2,302 △6,024 
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（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）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年６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） 

  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 8,970,557 6,837,698 15,808,256 15,358 15,823,614 － 15,823,614 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － 216,707 216,707 △216,707 － 

計 8,970,557 6,837,698 15,808,256 232,065 16,040,322 △216,707 15,823,614 

セグメント利益 107,714 97,768 205,483 27,932 233,416 △32,399 201,016 

  （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１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年６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） 

  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 9,142,285 7,025,006 16,167,292 16,789 16,184,081 － 16,184,081 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － 129,031 129,031 △129,031 － 

計 9,142,285 7,025,006 16,167,292 145,821 16,313,113 △129,031 16,184,081 

セグメント利益又は損失

（△） 
376,479 △368,347 8,131 17,699 25,831 △5,302 20,528 

  （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。
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（関連情報）

所在地別情報

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年６月30日）

 
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 12,393,290 1,498,979 1,931,344 15,823,614 － 15,823,614

内部売上高 1,283,870 1,189 594,290 1,879,350 △1,879,350 －

計 13,677,160 1,500,169 2,525,635 17,702,965 △1,879,350 15,823,614

営業利益または営業損失(△) 190,070 △17,432 34,990 207,629 △6,612 201,016

 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年６月30日）

 
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 10,631,237 2,755,050 2,797,793 16,184,081 － 16,184,081 

内部売上高 1,197,217 1,106 783,783 1,982,107 △1,982,107 －

計 11,828,454 2,756,157 3,581,577 18,166,189 △1,982,107 16,184,081 

営業利益または営業損失(△) 139,462 △239,703 208,228 107,987 △87,459 20,528 

 

（重要な後発事象）

 当社は、平成27年７月22日開催の取締役会決議に基づき、保有する投資有価証券の一部を平成27年７月30日に売却

いたしました。

 これにより平成28年３月期第２四半期連結会計期間において投資有価証券売却益８億54百万円を特別利益として計

上する予定であります。

- 9 -

㈱ユニバンス(7254) 平成28年3月期 第1四半期決算短信



（訂正前）
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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 

 当第１四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く経済環境は、日本国内では消費増税による個人消費

の落ち込みが見られたものの、経済政策や金融政策の効果が継続したことにより景気は緩やかな回復基調で推移い

たしました。一方、海外では米国の景気が好調に推移いたしましたが、新興諸国の経済は依然として不透明な状況

が続いております。 

 このような環境の中、当社グループの当第１四半期連結累計期間における売上高は、162億58百万円と前年同期

に比べ４億34百万円（2.7％）の増加となりました。 

 利益面におきましては、主に売上高の増加により、営業利益は２億43百万円（前年同期比21.2％増）、経常利益

は、為替評価損の発生により１億28百万円（前年同期比33.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は92百万

円（前年同期比40.7％減）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＞ 

 四輪駆動装置の販売増により、売上高は91億99百万円（前年同期比2.6％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効果等により４億45百万円（前年同期比313.5％増）となりました。 

＜部品事業＞ 

 売上高は70億41百万円（前年同期比3.0％増）となりました。セグメント利益につきましては、売上高の増加が

あったものの、海外拠点の強化に伴う費用の発生により２億14百万円の損失（前年同期は97百万円の利益）となり

ました。 

＜その他＞ 

 セグメント利益につきましては、17百万円（前年同期比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、主に現金及び預金の減少により、前期末に比べ４億18百万円減

少し、450億65百万円となりました。 

 負債につきましては、主に長期借入金の減少により、前期末に比べ６億70百万円減少し、240億77百万円となり

ました。 

 純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の増加により、前期末に比べ２億51百万円増加し、209億87

百万円となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成28年３月期の第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成27年５月13日公表の

業績予測から変更はありません。業績予測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。 
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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 

 税金費用については、当第１四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。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合につい

ては、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四

半期連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持

分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結

累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 

 企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事

業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 



－ 4 － 

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27年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 4,426,452 3,804,114

受取手形及び売掛金 9,521,109 9,458,663

製品 1,336,713 1,330,296

仕掛品 1,371,645 1,289,569

原材料及び貯蔵品 2,995,233 2,824,648

繰延税金資産 275,621 266,395

その他 942,920 1,164,487

貸倒引当金 △7,069 △7,185

流動資産合計 20,862,626 20,130,989

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 12,125,015 12,093,370

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,658,223 △8,718,009

建物及び構築物（純額） 3,466,791 3,375,360

機械装置及び運搬具 62,338,753 62,539,077

減価償却累計額及び減損損失累計額 △52,435,151 △53,052,442

機械装置及び運搬具（純額） 9,903,601 9,486,635

工具、器具及び備品 5,049,941 5,092,412

減価償却累計額 △4,309,798 △4,346,453

工具、器具及び備品（純額） 740,142 745,958

土地 2,207,633 2,210,787

リース資産 16,859 16,859

減価償却累計額 △3,652 △4,495

リース資産（純額） 13,206 12,363

建設仮勘定 1,171,590 1,592,930

有形固定資産合計 17,502,966 17,424,036

無形固定資産 866,850 863,892

投資その他の資産 

投資有価証券 5,698,006 6,115,287

繰延税金資産 394,752 376,638

その他 158,697 154,216

投資その他の資産合計 6,251,456 6,646,142

固定資産合計 24,621,273 24,934,071

資産合計 45,483,899 45,065,061
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 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

(平成27年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 7,754,560 7,502,955

短期借入金 2,466,961 2,387,988

未払金 2,218,474 1,798,937

未払費用 1,126,108 1,243,448

リース債務 3,540 3,540

未払法人税等 129,058 69,306

賞与引当金 801,005 1,174,653

役員賞与引当金 16,800 20,800

環境対策引当金 28,563 28,563

繰延税金負債 2,018 1,859

その他 166,226 203,357

流動負債合計 14,713,317 14,435,410

固定負債 

長期借入金 4,807,623 4,281,968

リース債務 10,326 9,441

繰延税金負債 1,301,917 1,430,104

役員退職慰労引当金 84,105 84,105

資産除去債務 87,641 87,721

退職給付に係る負債 3,742,363 3,748,365

固定負債合計 10,033,977 9,641,705

負債合計 24,747,295 24,077,116

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 13,463,746 13,444,993

自己株式 △672,755 △672,771

株主資本合計 18,366,873 18,348,103

その他の包括利益累計額 

その他有価証券評価差額金 2,701,702 2,986,784

為替換算調整勘定 45,013 898

退職給付に係る調整累計額 △383,058 △347,842

その他の包括利益累計額合計 2,363,656 2,639,841

非支配株主持分 6,074 －

純資産合計 20,736,604 20,987,945

負債純資産合計 45,483,899 45,065,061
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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：千円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年６月30日) 

売上高 15,823,614 16,258,568

売上原価 13,993,212 14,513,714

売上総利益 1,830,402 1,744,853

販売費及び一般管理費 

荷造費 93,451 143,109

人件費 724,742 766,260

賃借料 30,416 20,092

減価償却費 59,716 55,494

賞与引当金繰入額 107,851 100,928

役員賞与引当金繰入額 6,800 4,000

退職給付費用 23,822 40,831

その他 582,584 370,534

販売費及び一般管理費合計 1,629,385 1,501,250

営業利益 201,016 243,603

営業外収益 

受取利息 166 166

受取配当金 33,736 43,419

受取賃貸料 8,760 7,890

持分法による投資利益 1,634 942

受取補償金 275 68

その他 15,024 32,551

営業外収益合計 59,598 85,038

営業外費用 

支払利息 22,401 20,190

為替差損 28,642 164,169

外国源泉税 14,454 13,479

その他 1,349 1,909

営業外費用合計 66,847 199,747

経常利益 193,768 128,894

特別利益 

固定資産売却益 2,110 194

国庫補助金 － 50,640

特別利益合計 2,110 50,835

特別損失 

固定資産除却損 63 30

固定資産圧縮損 － 27,529

特別損失合計 63 27,559

税金等調整前四半期純利益 195,815 152,170

法人税等合計 39,236 64,931

四半期純利益 156,579 87,238

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△） 
1,048 △4,984

親会社株主に帰属する四半期純利益 155,531 92,222
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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：千円）

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成26年４月１日 

 至 平成26年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日 

 至 平成27年６月30日) 

四半期純利益 156,579 87,238

その他の包括利益 

その他有価証券評価差額金 100,375 285,146

為替換算調整勘定 65,641 △44,464

退職給付に係る調整額 △3,374 34,525

持分法適用会社に対する持分相当額 18 △63

その他の包括利益合計 162,660 275,144

四半期包括利益 319,239 362,382

（内訳） 

親会社株主に係る四半期包括利益 316,937 368,407

非支配株主に係る四半期包括利益 2,302 △6,024
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（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） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年６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）

 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 8,970,557 6,837,698 15,808,256 15,358 15,823,614 － 15,823,614

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － 216,707 216,707 △216,707 －

計 8,970,557 6,837,698 15,808,256 232,065 16,040,322 △216,707 15,823,614

セグメント利益 107,714 97,768 205,483 27,932 233,416 △32,399 201,016

  （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１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年６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）

 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 9,199,803 7,041,975 16,241,779 16,789 16,258,568 － 16,258,568

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
－ － － 129,031 129,031 △129,031 －

計 9,199,803 7,041,975 16,241,779 145,821 16,387,600 △129,031 16,258,568

セグメント利益又は損失

（△） 
445,368 △214,162 231,206 17,699 248,906 △5,302 243,603

  （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。 
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（関連情報） 

所在地別情報 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成26年４月１日 至平成26年６月30日） 

 
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 12,393,290 1,498,979 1,931,344 15,823,614 － 15,823,614

内部売上高 1,283,870 1,189 594,290 1,879,350 △1,879,350 －

計 13,677,160 1,500,169 2,525,635 17,702,965 △1,879,350 15,823,614

営業利益または営業損失(△) 190,070 △17,432 34,990 207,629 △6,612 201,016

 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年６月30日） 

 
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 10,631,237 2,829,537 2,797,793 16,258,568 － 16,258,568

内部売上高 1,197,217 1,106 783,783 1,982,107 △1,982,107 －

計 11,828,454 2,830,644 3,581,577 18,240,676 △1,982,107 16,258,568

営業利益または営業損失(△) 139,462 △16,628 208,228 331,062 △87,459 243,603

（重要な後発事象） 

 当社は、平成27年７月22日開催の取締役会決議に基づき、保有する投資有価証券の一部を平成27年７月30日に売却

いたしました。 

 これにより平成28年３月期第２四半期連結会計期間において投資有価証券売却益８億54百万円を特別利益として計

上する予定であります。 
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