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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第115期

第３四半期
連結累計期間

第116期
第３四半期
連結累計期間

第115期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 （百万円） 184,942 161,658 242,519

経常利益 （百万円） 7,395 5,815 9,598

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 3,991 2,902 4,713

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 3,917 3,973 1,733

純資産額 （百万円） 60,300 60,973 58,199

総資産額 （百万円） 163,680 207,484 192,163

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 37.51 27.27 44.30

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 37.42 27.18 44.17

自己資本比率 （％） 35.9 28.5 29.5

 

回次
第115期

第３四半期
連結会計期間

第116期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

自 平成28年10月１日
至 平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 14.59 20.10

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動については、以下のとおりであります。

（海外事業）

第１四半期連結会計期間より、UniCarriers Americas Corporationは当社の連結子会社であるMitsubishi

Caterpillar Forklift America Inc.が新たに株式を取得したため、持分法適用の範囲に含めております。

 

なお、当社の持分法適用関連会社であるユニキャリアホールディングス㈱は、平成28年７月１日付で、同社の連結

子会社であるユニキャリア㈱を存続会社とする吸収合併をいたしました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

なお、当社は、平成28年９月29日開催の取締役会において、平成29年１月１日を効力発生日として、当社の持分法

適用関連会社であるユニキャリア㈱の株式を当社の親会社である三菱重工フォークリフト＆エンジン・ターボホール

ディングス㈱より追加取得し、完全子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結しました。

また、ユニキャリア㈱の株式購入代金として、当社の親会社である三菱重工業㈱と平成29年１月１日付で金銭消費

貸借契約を締結しました。

詳細は、「第４　経理の状況　１．四半期連結財務諸表　注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりでありま

す。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間における世界経済は、米国及び欧州で雇用や個人消費の回復が見られるものの、米

国新政権の政策転換、英国のＥＵ離脱問題、中国及び新興国の景気減速などにより不透明感を強めております。

日本経済は、引続き緩やかな回復傾向でありますが、海外情勢の不安定な状況と、為替や株価が乱高下するなど

先行きは不透明な状況にあります。

　このような状況下、当社グループは国内市場において、物流の高度化・効率化やソリューション提供等お客様

のニーズに適切に対応していくことで、一層の売上増加、シェアアップを目指しております。海外においては、

欧州で堅調な推移をみせておりますが、アジア、中国では市況の回復が遅れております。各地域での優位性を生

かした商品の開発・生産を進めることにより、グループ全体の効率化を図り、今後の売上増加に寄与させてまい

ります。

　この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、欧州における売上が増加したも

のの、急速な円高に伴う為替換算影響、中国、アジアの新興国及び米国の売上減少などにより1,616億５千８百万

円（前年同期比12.6％減少）となりました。利益面につきましては、資材費低減及び欧州子会社の利益改善など

はありますが、円高による影響が大きく、営業利益は73億５千９百万円（前年同期比3.9％減少）となりました。

持分法による投資損失に含まれるのれん償却影響により、経常利益は58億１千５百万円（前年同期比21.4％減

少）、親会社株主に帰属する四半期純利益は29億２百万円（前年同期比27.3％減少）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。

〔国内事業〕

　国内事業は、売上高は602億９千８百万円（前年同期比0.1％増加）、セグメント利益は６億３千２百万円（前

年同期比3.8％減少）となりました。売上高は、バッテリーフォークリフトにおいて熊本地震の影響による一部部

品の調達遅れからの挽回により第３四半期３ヵ月間で大きく増加したことと、物流システムの大口案件の売上な

どにより増加しました。セグメント利益は、売上高増加とフォークリフトの原価率好転はあるものの、輸出の円

高影響と新システム開発費用増加などにより減少しました。

〔海外事業〕

　海外事業は、売上高は1,013億５千９百万円（前年同期比18.7％減少）と円高による為替換算影響により減少し

ました。また、セグメント利益は、人民元安による中国子会社の採算向上、欧州事業の改善及び他地域も含めた

原価の低減、経費の削減等の努力はありましたが、円高の影響を受け、67億２千７百万円（前年同期比3.9％減

少）となりました。
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(2）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は2,074億８千４百万円となり、前連結会計年度末より153億２

千万円増加しました。流動資産は、現金及び預金の増加等により63億８千万円増加し、固定資産は、投資有価証

券の増加等により89億４千万円増加しました。負債合計は1,465億１千１百万円となり、前連結会計年度末より

125億４千６百万円増加しました。主な要因は、その他に含まれる長期未払金の増加等によるものであります。

　また、純資産につきましては、新株予約権及び非支配株主持分を除くと591億５千５百万円となり、前連結会計

年度末より25億４千２百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金の増加等によるものであります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の金額は10億２千１百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 392,725,256

Ａ種種類株式 32,274,744

計 425,000,000

 
②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成28年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年２月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 74,191,269 76,611,269
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

Ａ種種類株式 32,274,744 32,274,744 非上場
単元株式数

１株（注）

計 106,466,013 108,886,013 － －

（注）Ａ種種類株式の内容は、次のとおりであります。

(1) 剰余金の配当

　当会社は、剰余金の配当を行う場合には、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載または記録されたＡ種種

類株式を有する株主（以下「Ａ種種類株主」という。）またはＡ種種類株式の登録株式質権者（以下「Ａ種種類

登録株式質権者」という。）に対し、Ａ種種類株式１株につき、普通株式１株当たりの配当金にその時点におけ

る取得比率（第３項②において定める。以下同じ。）を乗じて得られる金額（１円未満の端数を切り捨てるもの

とする。）を、普通株式を有する株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下

「普通登録株式質権者」という。）と同順位で、金銭により支払う。

(2) 残余財産の分配

　当会社は、残余財産の分配をする場合には、Ａ種種類株主またはＡ種種類登録株式質権者に対し、Ａ種種類株

式１株につき、普通株式１株当たりの残余財産にその時点における取得比率を乗じて得られる金額（１円未満の

端数を切り捨てるものとする。）を、普通株主または普通登録株式質権者と同順位で、金銭により分配する。

(3) 普通株式を対価とする取得請求権

① Ａ種種類株主は、当会社に対し、平成45年（2033年）５月30日までの間（以下「転換請求期間」という。）、

いつでも、当会社がＡ種種類株式を取得するのと引換えに、普通株式を交付することを請求することができ

る。この場合、Ａ種種類株式の取得と引換えに交付すべき当会社の普通株式の数は、Ａ種種類株式１株につ

き、当該請求があった日における取得比率に相当する数とする。なお、Ａ種種類株式の取得と引換えに交付す

べき普通株式の数の算出に当たって、１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、会社法

第167条第３項に規定する金銭は交付しないものとする。

② 取得比率は、１とする。但し、以下に掲げる事由が発生した場合には、取得比率は、それぞれ以下の定めに従

い調整されるものとする。

(a) 株式の分割または併合が行われた場合

　当会社が普通株式につき株式の分割または併合を行った場合における取得比率は、以下の算式により調整

される。

調整後取得比率 ＝ 調整前取得比率 ×
株式の分割または併合の効力発生直後の発行済普通株式の数

株式の分割または併合の効力発生直前の発行済普通株式の数

　調整後取得比率の適用開始日は、株式の分割の場合はその基準日の翌日、株式の併合の場合は株式の併合

の効力発生日とする。
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(b) 普通株式の発行等が行われた場合

　当会社が、下記に定める普通株式の時価に0.9を乗じた額を下回る払込金額をもって、普通株式を発行し、

または保有する当会社の普通株式を処分（株式無償割当てを含み、普通株式の交付と引換えに取得される株式

もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本②において同じ。）の取得による場

合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交換もしくは会社分割により普通株

式を交付する場合を除く。以下「普通株式の発行等」という。）する場合における取得比率は、以下の算式に

より調整される。

調整後

取得比率
＝

調整前

取得比率
×

普通株式の時価 ×

普通株式の発行等の後における

発行済普通株式

(自己株式を除く)の数

普通株式

の時価
×

普通株式の発行等の前に

おける発行済普通株式

(自己株式を除く)の数

＋

普通株式の発行等により

新たに交付された普通株式

１株当たりの払込金額

×

普通株式の発行等により

新たに交付された普通株式

の数

　本項において、「普通株式の時価」とは、(i)当該普通株式の発行等の基準日（基準日がない場合は、普通

株式の発行または処分についてはその払込期日（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日）、無償割

当てについてはその効力発生日とする。以下「調整基準日」という。）において当会社の普通株式が上場して

いる場合には、調整基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所（以下「東京証券

取引所」という。）における当会社の普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値に相当する金

額（１円未満の端数については、小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）をいうものと

し、(ii)調整基準日において当会社の普通株式が上場していない場合には、調整基準日において以下の算式に

より算出される当会社の１株当たり簿価純資産額（連結ベース）をいうものとする。

当会社の１株

当たり簿価純資産額

(連結ベース)

＝

最終の連結貸

借対照表に基

づく純資産額

－ (

剰余金の配当または自己株式の取

得により当該連結貸借対照表の会

計期間の末日経過後に支払われた

金銭の額

＋

新株式申込証拠金

および自己株式申

込証拠金

＋
新株

予約権
＋

非支配

株主持分
)

発行済普通株式

(自己株式を除く)の数
＋

発行済Ａ種種類株式

(自己株式を除く)の数
× 取得比率

　なお、調整後取得比率の適用開始日は、調整基準日の翌日とする。

(c) 上記(a)または(b)に掲げる場合のほか、合併、会社分割または株式交換による株式の発行または処分、新株

予約権の発行または無償割当てその他上記(a)および(b)に類する事由の発生により取得比率の調整を必要と

する場合には、その後の取得比率は、合理的に調整される。

(d) 上記(a)または(b)で使用する「調整前取得比率」は、調整後取得比率を適用する直前において有効な取得比

率とする。

(4) 普通株式を対価とする取得条項

　当会社は、転換請求期間経過後いつでも、別途取締役会が定める日の到来をもって、当該日における発行済Ａ

種種類株式（自己株式を除く）の全部または一部を取得し、これと引換えに、Ａ種種類株式１株につき、その時

点における取得比率に相当する数の普通株式を交付することができる。

(5) 現金を対価とする取得条項

　当会社は、いつでも、当会社の取締役会が別に定める日の到来をもって、Ａ種種類株式の全部または一部を取

得することができる。この場合、当会社は、取得するＡ種種類株式と引換えに、当該日における分配可能額を限

度として、Ａ種種類株主に対して、Ａ種種類株式１株につき、普通株式の時価に取得比率を乗じて得られる額の

金銭を交付する。

　本項において、「普通株式の時価」とは、(i)取締役会が当該取得を決定した日（以下「取得決定日」とい

う。）において当会社の普通株式が上場している場合には、取得決定日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の

東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の売買高加重平均価格の平均値に相当する金額（１

円未満の端数については、小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）をいうものとし、(ii)取

得決定日において当会社の普通株式が上場していない場合には、取得決定日において以下の算式により算出され

る当会社の１株当たり簿価純資産額（連結ベース）をいうものとする。

当会社の１株

当たり簿価純資産額

(連結ベース)

＝

最終の連結貸借対

照表に基づく純資

産額

－ (

剰余金の配当または自己株式

の取得により当該連結貸借対

照表の会計期間の末日経過後

に支払われた金銭の額

＋

新株式申込証拠金

および自己株式申

込証拠金

＋
新株

予約権
＋

非支配

株主持分
)

発行済普通株式

(自己株式を除く)の数
＋

発行済Ａ種種類株式

(自己株式を除く)の数
× 取得比率

(6) 議決権

　Ａ種種類株主は、当会社の株主総会において議決権を有しない。
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(7) 種類株主総会の決議

　当会社が、会社法第322条第１項各号に掲げる行為をする場合においては、法令において要求される場合を除

き、Ａ種種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。

(8) 株式の併合または分割、募集株式等の割当て等

　当会社は、法令に別段の定めがある場合を除き、Ａ種種類株式について株式の併合または分割を行わない。当

会社は、Ａ種種類株主に対し、募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与

えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成28年10月１日～

平成28年12月31日
－ 106,466,013 － 4,890 － 3,299

（注）平成29年１月１日付をもって、Ａ種種類株式の普通株式を対価とする取得請求権の行使により、発行済株式総数が

2,420千株増加しております。

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成28年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

平成28年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式
Ａ種種類株式

32,274,744
－

「１(1)②発行済株式」の

「内容」の記載を参照

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     63,900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 74,113,300 741,133 －

単元未満株式 普通株式     14,069 － １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 106,466,013 － －

総株主の議決権 － 741,133 －

（注）「完全議決権株式（その他）」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。ま

た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。
 

②【自己株式等】

平成28年12月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

北関東ニチユ㈱
栃木県宇都宮市川

田町793-３
5,000 － 5,000 0.00

ニチユ三菱

フォークリフト

㈱

京都府長岡京市東

神足２丁目１－１
58,900 － 58,900 0.06

計 － 63,900 － 63,900 0.06

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,282 15,911

受取手形及び売掛金 42,588 ※ 40,643

商品及び製品 21,579 21,958

仕掛品 4,668 5,856

原材料及び貯蔵品 10,485 11,525

その他 8,677 8,712

貸倒引当金 △281 △226

流動資産合計 97,999 104,380

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,596 12,145

機械装置及び運搬具（純額） 16,709 16,518

土地 6,328 6,333

その他（純額） 3,113 3,084

有形固定資産合計 38,748 38,081

無形固定資産   

のれん 1,225 949

その他 4,678 5,775

無形固定資産合計 5,903 6,725

投資その他の資産   

投資有価証券 46,190 55,279

退職給付に係る資産 2 0

その他 3,368 3,057

貸倒引当金 △48 △40

投資その他の資産合計 49,512 58,297

固定資産合計 94,163 103,104

資産合計 192,163 207,484
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 27,507 ※ 24,925

電子記録債務 8,567 13,526

短期借入金 65,883 67,875

未払法人税等 632 385

賞与引当金 2,069 1,053

役員賞与引当金 76 37

製品保証引当金 2,773 3,008

その他 12,184 13,964

流動負債合計 119,695 124,775

固定負債   

長期借入金 4,273 2,900

製品保証引当金 289 210

役員退職慰労引当金 14 14

退職給付に係る負債 8,027 7,815

その他 1,665 10,794

固定負債合計 14,269 21,735

負債合計 133,964 146,511

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,890 4,890

資本剰余金 35,842 35,842

利益剰余金 10,771 12,503

自己株式 △26 △26

株主資本合計 51,479 53,210

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,547 2,198

繰延ヘッジ損益 － △54

為替換算調整勘定 3,473 3,702

退職給付に係る調整累計額 112 98

その他の包括利益累計額合計 5,133 5,944

新株予約権 112 137

非支配株主持分 1,473 1,680

純資産合計 58,199 60,973

負債純資産合計 192,163 207,484
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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：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 184,942 161,658

売上原価 143,858 123,435

売上総利益 41,083 38,223

販売費及び一般管理費 33,423 30,863

営業利益 7,660 7,359

営業外収益   

受取利息 107 79

受取配当金 102 109

持分法による投資利益 33 －

為替差益 － 87

その他 271 188

営業外収益合計 514 464

営業外費用   

支払利息 375 371

持分法による投資損失 － 1,582

為替差損 364 －

その他 39 55

営業外費用合計 780 2,008

経常利益 7,395 5,815

特別利益   

固定資産売却益 30 18

投資有価証券売却益 － 46

特別利益合計 30 64

特別損失   

固定資産処分損 82 60

特別損失合計 82 60

税金等調整前四半期純利益 7,343 5,819

法人税、住民税及び事業税 2,943 2,633

法人税等調整額 191 74

法人税等合計 3,135 2,707

四半期純利益 4,207 3,111

非支配株主に帰属する四半期純利益 216 209

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,991 2,902

 

EDINET提出書類

ニチユ三菱フォークリフト株式会社(E02136)

四半期報告書

12/20



【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：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純利益 4,207 3,111

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 242 626

繰延ヘッジ損益 － 2

為替換算調整勘定 △475 201

退職給付に係る調整額 △51 △11

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 42

その他の包括利益合計 △290 861

四半期包括利益 3,917 3,973

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,695 3,713

非支配株主に係る四半期包括利益 221 260
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（持分法適用の範囲の重要な変更）

第１四半期連結会計期間より、UniCarriers Americas Corporationは当社の連結子会社であるMitsubishi

Caterpillar Forklift America Inc.が新たに株式を取得したため、持分法適用の範囲に含めております。

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第

１四半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満期手形の金額は、次の

とおりであります。
 

 
前連結会計年度

（平成28年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成28年12月31日）

受取手形 －百万円 256百万円

支払手形 － 397

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却費は、次

のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

減価償却費 6,458百万円 6,079百万円

のれんの償却額 341 173

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日

定時株主総会

普通株式 741 10 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

Ａ種種類株式 322 10 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日　至平成28年12月31日）

配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日

定時株主総会

普通株式 815 11 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

Ａ種種類株式 355 11 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日　至平成27年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結損益
計算書計上額
（注２） 国内事業 海外事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 60,254 124,687 184,942 － 184,942

セグメント間の内部売上高

又は振替高
18,165 264 18,429 △18,429 －

計 78,420 124,952 203,372 △18,429 184,942

セグメント利益 657 7,003 7,660 － 7,660

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

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28年４月１日　至平成28年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

    （単位：百万円）

 報告セグメント

調整額
（注１）

四半期連結損益
計算書計上額
（注２） 国内事業 海外事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 60,298 101,359 161,658 － 161,658

セグメント間の内部売上高

又は振替高
14,435 125 14,561 △14,561 －

計 74,734 101,485 176,219 △14,561 161,658

セグメント利益 632 6,727 7,359 － 7,359

（注）１．セグメント売上高の調整額は、セグメント間の内部売上高消去額であります。

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

 

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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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

(１)１株当たり四半期純利益金額 37円51銭 27円27銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
3,991 2,902

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期

純利益金額（百万円）
3,991 2,902

普通株式の期中平均株式数（千株） 106,398 106,407

(２)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 37円42銭 27円18銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額

（百万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 277 362

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在

株式の概要

－ －

（注）　Ａ種種類株式は剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、

１株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しております。なお、前第３四半期連結累計期間及び当第３四

半期連結累計期間における普通株式の期中平均株式数には、Ａ種種類株式32,274千株を含んでおります。
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（重要な後発事象）

（共通支配下の取引等）

当社は、平成28年９月29日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社であるユニキャリア㈱の株

式を当社の親会社である三菱重工フォークリフト＆エンジン・ターボホールディングス㈱より追加取得し、完

全子会社化することについて決議し、平成29年１月１日付で同社株式を取得しております。

１． 取引の概要

① 結合当事企業の名称及びその事業の内容

企業の名称：ユニキャリア株式会社

事業の内容：フォークリフト、コンテナキャリア、トランスファークレーン等

　　　　　　各種運搬機械の開発・製造および販売

② 企業結合日

平成29年１月１日

③ 企業結合の法的形式

株式取得

④ 結合後企業の名称

変更ありません。

⑤ その他取引の概要に関する事項

追加取得した株式の議決権比率は65％であり、当該取引によりユニキャリア㈱を当社の完全子会社と

しております。当該追加取得は、経営統合に向けたステップとして、販売・開発・生産などあらゆる事

業領域における意思決定を迅速化して、シナジーの最大化・早期化をはかり事業規模拡大を追求するも

のです。

 

２． 実施する会計処理の概要

「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）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日）を適用

し、共通支配下の取引等として処理を行います。

 

３． 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価　　　　　現金及び預金　　　　　76,778百万円

取得原価　　　　　　　　　　　　　　　　　76,778百万円

 

（多額な資金の借入）

当社は、ユニキャリア㈱の株式購入代金として、以下の借入を実行しております。

(1) 借入先　　　　　　　　　　　　　三菱重工業㈱

(2) 借入金額　　　　　　　　　　　　76,778百万円

(3) 借入条件　　　　　　　　　　　　市場金利を参考にした変動金利

(4) 実施時期　　　　　　　　　　　　平成29年１月５日

(5) 返済期限　　　　　　　　　　　　平成39年１月５日

(6) 担保提供資産又は保証の内容　　　なし
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成29年２月８日

ニチユ三菱フォークリフト株式会社  

 

 取締役社長　 二ノ宮　秀明　殿  

   

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 安藤　泰蔵　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 酒井　宏彰　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 須藤　英哉　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているニチユ三菱
フォークリフト株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成
28年10月１日から平成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）
に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び
注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ニチユ三菱フォークリフト株式会社及び連結子会社の平成28年12月31
日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事
項がすべての重要な点において認められなかった。

強調事項

　重要な後発事象（共通支配下の取引等）に記載されているとおり、会社は、平成28年９月29日開催の取締役会におい
て、会社の持分法適用関連会社であるユニキャリア株式会社の株式を会社の親会社である三菱重工フォークリフト＆エン
ジン・ターボホールディングス株式会社より追加取得し、完全子会社化することについて決議し、平成29年１月１日付で
同社株式を取得している。
　重要な後発事象（多額な資金の借入）に記載されているとおり、会社はユニキャリア株式会社の株式購入代金として平
成29年１月５日に借入を実行している。
　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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