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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 7,427 28.5 720 86.3 724 92.7 442 100.5
23年3月期第2四半期 5,778 △24.8 386 △51.1 376 △55.1 220 △52.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 438百万円 （273.5％） 23年3月期第2四半期 117百万円 （―％）

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 25.28 ―

23年3月期第2四半期 12.61 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 22,224 18,706 84.0
23年3月期 21,583 18,495 85.5

（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  18,661百万円 23年3月期  18,459百万円

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 ― 5.00 ― 13.00 18.00

24年3月期 ― 10.00

24年3月期（予想） ― 10.00 20.00

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 15,500 23.3 1,550 41.3 1,705 61.6 992 36.1 56.72



(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Ｐ.２「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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続きは終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 

4.  その他

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   ：  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 17,819,033 株 23年3月期 17,819,033 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 328,653 株 23年3月期 328,497 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 17,490,469 株 23年3月期2Q 17,490,917 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間における世界経済は、欧州の債務問題と米国景気の減速から、堅調であったアジア経

済も下振れが懸念される不安定な状況です。わが国経済は、円高や電力供給不安・原材料価格の高騰等が収まる気

配を見せず、先行き不透明な状況が続いております。 

 当社の関連するプラスチック成形業界におきましては、自動車生産の回復による関連業種への波及効果もあっ

て、設備投資は増加基調となりました。 

  このような情勢の中で当社グループは、取出ロボット売上は前期の8.3％増になり、前期に受注していた特注機

売上においては前期の184.7％増になっております。現在では取出ロボットの受注は前期並ですが、特注機の受注

は堅調に推移しております。その結果、連結売上高は前期の28.5%増となる7,427百万円となっております。利益面

では、営業利益は前期の86.3％増となる720百万円、経常利益は前期の92.7％増となる724百万円、四半期純利益は

前期の100.5％増となる442百万円となっております。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 総資産は前期末（平成23年3月31日）に比べて640百万円増加し、22,224百万円となりました。これは売上増に伴

い受取手形及び売掛金が1,218百万円増加、及び土地が1,108百万円増加したことによるものです。 

（負債） 

 負債は前期末に比べて429百万円増加し、3,517百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が210

百万円増加したことによるものです。 

  （純資産） 

 純資産は前期末に比べて211百万円増加し、18,706百万円となりました。これは四半期純利益442百万円増加した

ことによるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点で、平成23年５月11日発表の決算短信で公表いたしました平成24年3月期の業績予想（通期）に変更はご

ざいません 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はございません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用につきましては、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。 

  なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。   

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はございません。 

  

  

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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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 9,653,652 7,647,391

受取手形及び売掛金 4,288,949 5,507,582

有価証券 300,000 300,000

商品及び製品 630,010 775,174

仕掛品 630,728 750,810

原材料及び貯蔵品 1,483,591 1,777,246

繰延税金資産 339,504 350,332

その他 340,574 231,811

貸倒引当金 △17,760 △19,269

流動資産合計 17,649,250 17,321,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,046,615 1,013,009

土地 2,044,977 3,153,068

その他 236,536 178,418

有形固定資産合計 3,328,129 4,344,496

無形固定資産 91,450 87,077

投資その他の資産   

投資有価証券 250,994 210,813

繰延税金資産 19,525 21,068

その他 282,446 278,305

貸倒引当金 △38,162 △38,546

投資その他の資産合計 514,803 471,641

固定資産合計 3,934,383 4,903,216

資産合計 21,583,634 22,224,296

㈱ユーシン精機（6482）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 1,918,405 2,128,968

未払金 371,087 408,741

未払法人税等 154,462 236,395

賞与引当金 179,000 186,000

役員賞与引当金 13,680 10,200

製品保証引当金 104,517 116,408

その他 224,282 303,682

流動負債合計 2,965,436 3,390,396

固定負債   

役員退職慰労引当金 66,780 66,780

その他 55,613 60,191

固定負債合計 122,393 126,971

負債合計 3,087,830 3,517,368

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,985,666 1,985,666

資本剰余金 2,023,903 2,023,903

利益剰余金 15,249,493 15,464,337

自己株式 △347,208 △347,462

株主資本合計 18,911,854 19,126,445

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 51,056 26,663

為替換算調整勘定 △503,005 △491,579

その他の包括利益累計額合計 △451,949 △464,915

少数株主持分 35,898 45,398

純資産合計 18,495,803 18,706,928

負債純資産合計 21,583,634 22,224,296
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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 5,778,346 7,427,762

売上原価 3,564,698 4,700,808

売上総利益 2,213,648 2,726,953

販売費及び一般管理費 1,826,868 2,006,302

営業利益 386,779 720,650

営業外収益   

受取利息 20,435 12,163

受取配当金 2,113 2,442

仕入割引 4,069 5,546

その他 18,297 14,101

営業外収益合計 44,915 34,253

営業外費用   

為替差損 53,659 26,856

その他 1,758 3,070

営業外費用合計 55,417 29,927

経常利益 376,278 724,976

特別利益   

固定資産売却益 － 1,008

投資有価証券売却益 746 －

特別利益合計 746 1,008

特別損失   

固定資産除売却損 250 315

投資有価証券評価損 － 588

特別損失合計 250 903

税金等調整前四半期純利益 376,773 725,081

法人税等 153,678 272,221

少数株主損益調整前四半期純利益 223,095 452,859

少数株主利益 2,518 10,638

四半期純利益 220,576 442,221
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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 223,095 452,859

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36,552 △24,392

為替換算調整勘定 △69,067 10,287

その他の包括利益合計 △105,619 △14,105

四半期包括利益 117,475 438,754

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 115,599 429,254

少数株主に係る四半期包括利益 1,876 9,500
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該当事項はありません。  

  

〔セグメント情報〕 

 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） 

    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 

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△37,258千円には、セグメント間取引消去12,074千円、棚卸資産の調整

額△49,333千円が含まれております。 

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。 

  

 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） 

    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 

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△25,017千円には、セグメント間取引消去3,839千円、棚卸資産の調整

額△28,856千円が含まれております。 

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。 

  

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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

日本 米国 アジア 欧州

売上高               

外部顧客への売上

高 
 4,278,438  712,149  719,574  68,184  5,778,346 －  5,778,346

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 1,375,230  1,101  145,968  3,850  1,526,150  (1,526,150) － 

計  5,653,669  713,250  865,543  72,034  7,304,497  (1,526,150)  5,778,346

セグメント利益又は

損失（ ） 
 308,676  43,512  85,429 (13,580)  424,038  (37,258)  386,779

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

日本 米国 アジア 欧州

売上高               

外部顧客への売上

高 
 5,159,190  907,452  1,250,616  110,502  7,427,762 －  7,427,762

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 1,684,170  10,124  103,942  5,002  1,803,240  (1,803,240) － 

計  6,843,361  917,576  1,354,559  115,505  9,231,002  (1,803,240)  7,427,762

セグメント利益又は

損失（ ） 
 515,090  107,614  126,097 (3,133)  745,668  (25,017)  720,650

（５）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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（１）受注及び販売の状況 

ａ.受注の状況 

①受注高 

  
②受注残高 

  
ｂ.販売の状況 

  

（２）海外売上高  

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） 

  

４．補足情報

製品等の区分 
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） 

  

取出ロボット（千円）  4,948,946  4,655,149

特注機（千円）  641,186  1,300,811

部品・保守サービス（千円）  861,276  985,110

合 計（千円）  6,451,409  6,941,071

製品等の区分 
前第２四半期連結会計期間末
（平成22年９月30日） 

  
当第２四半期連結会計期間末 
（平成23年９月30日） 

  

取出ロボット（千円）  1,761,380  1,683,190

特注機（千円）  324,857  515,702

部品・保守サービス（千円）  112,128  129,694

合 計（千円）  2,198,366  2,328,588

製品等の区分 
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） 

  

取出ロボット（千円）  4,150,023  4,494,990

特注機（千円）  657,358  1,871,368

部品・保守サービス（千円）  970,964  1,061,403

合 計（千円）  5,778,346  7,427,762

  北米地域 アジア地域 欧州地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  789,661  2,390,131  180,309  74,948  3,435,051

Ⅱ 連結売上高（千円）                      5,778,346

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 13.7  41.4  3.1  1.3  59.4

  北米地域 アジア地域 欧州地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,483,220  2,828,982  523,191  83,095  4,918,490

Ⅱ 連結売上高（千円）                      7,427,762

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 20.0  38.1  7.0  1.1  66.2
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