
１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  平成25年3月期（予想）の期末配当金の内訳：普通配当10円00銭、記念配当10円00銭 

  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

  

平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）   
        平成24年11月６日

上場会社名 株式会社ユーシン精機   上場取引所      東証第一部

コード番号 6482 ＵＲＬ  http://www.yushin.com 

代 表 者（役職名） 代表取締役社長 （氏名）小谷 眞由美 

問合せ先責任者（役職名） 専務取締役 （氏名）木村  賢 ＴＥＬ075-933-9168   

四半期報告書提出予定日 平成24年11月14日  配当支払開始予定日 平成24年12月３日 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有     

四半期決算説明会開催の有無  ：有 （アナリスト向）  

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第２四半期  7,350  △1.0  743  3.2  807  11.3  482  9.1

24年３月期第２四半期  7,427  28.5  720  86.3  724  92.7  442  100.5

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 528百万円（20.4％） 24年３月期第２四半期 438百万円 （273.5％）

  
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 

25年３月期第２四半期  27.58  －

24年３月期第２四半期  25.28  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  22,904  19,140  83.2

24年３月期  22,641  18,787  82.8

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 19,065百万円   24年３月期 18,753百万円 

  
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 

24年３月期 － 10.00 － 10.00  20.00

25年３月期 －   10.00     

25年３月期（予想）   － 20.00  30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  16,000  12.4  1,700  33.6  1,700  34.3  1,000  28.5  57.18

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※ 注記事項 

新規  －社  （社名）、   除外  －社  （社名） 

  
  

（注）詳細は、添付資料Ｐ.２「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結

財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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 

  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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等に

ついては、添付資料P.２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性

的情報」をご覧ください。 
  

（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

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） 
25年３月期２Ｑ 17,819,033株 24年３月期 17,819,033株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 329,169株 24年３月期 328,960株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 17,489,948株 24年３月期２Ｑ 17,490,469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、欧州の債務不安が中国経済の成長鈍化へ波及し、総じて減速傾

向にあります。わが国経済は、震災の復興需要やエコカー補助金等がありましたが、円高やデフレ基調の長期化か

ら、景気低迷が続いております。当社の関連するプラスチック成形業界におきましては、自動車関連向けが堅調だ

ったものの、ＩＴ・電子機器関連向けに力強さを欠きました。   

 このような情勢の中で当社グループは、日本機械学会賞（技術）を受賞した 適設計技術導入のＹＣシリーズ

が、高速・軽量・省エネという優位性を認められ、汎用ロボットの売上を伸ばしました。しかし、特注機による大

型案件がなかったため、連結売上高は前期比1.0%減の7,350百万円となりました。利益面では、営業利益は前期比

3.2％増の743百万円、経常利益は前期比11.3%増の807百万円、四半期純利益は前期比9.1%増の482百万円となって

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24年3月31日）に比べて262百万円増加し、22,904百万円となりました。これは現金及び預

金が283百万円減少しましたが、新工場の建設仮勘定を含む有形固定資産その他が356百万円、仕掛品が176百万円

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90百万円減少し、3,763百万円となりました。これは設備関係未払金が174百万円増加しま

したが、支払手形及び買掛金が245百万円減少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353百万円増加し、19,140百万円となりました。これは利益剰余金が307百万円増加した

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 

 今後の業界動向などを踏まえ業績予想の見直しを行った結果、平成24年５月９日に公表いたしました平成25年３

月期の通期業績予想（連結、個別）を下方修正しております。詳細は本日発表した「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご覧ください。   

   

   

（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（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,747,068 7,463,774

受取手形及び売掛金 4,670,510 4,678,104

有価証券 300,000 300,000

商品及び製品 898,193 915,155

仕掛品 856,105 1,032,403

原材料及び貯蔵品 1,861,430 1,928,171

繰延税金資産 365,173 387,328

その他 283,833 255,545

貸倒引当金 △18,123 △18,032

流動資産合計 16,964,191 16,942,451

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 994,896 965,195

土地 3,935,369 3,937,401

その他（純額） 174,929 531,800

有形固定資産合計 5,105,195 5,434,397

無形固定資産 81,147 82,271

投資その他の資産   

投資有価証券 241,443 196,520

繰延税金資産 16,865 18,529

その他 271,419 230,485

貸倒引当金 △38,589 △420

投資その他の資産合計 491,139 445,115

固定資産合計 5,677,481 5,961,784

資産合計 22,641,673 22,904,236



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,314,053 2,068,641

未払金 449,335 383,866

未払法人税等 300,968 265,013

前受金 209,459 309,379

賞与引当金 180,000 190,000

役員賞与引当金 16,950 12,000

製品保証引当金 104,897 86,634

設備関係未払金 19,089 193,113

その他 133,545 128,034

流動負債合計 3,728,298 3,636,684

固定負債   

役員退職慰労引当金 66,780 66,780

その他 59,250 60,318

固定負債合計 126,030 127,098

負債合計 3,854,328 3,763,782

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 15,625,496 15,932,882

自己株式 △347,903 △348,258

株主資本合計 19,287,162 19,594,194

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 47,576 18,645

為替換算調整勘定 △581,173 △547,332

その他の包括利益累計額合計 △533,596 △528,687

少数株主持分 33,778 74,946

純資産合計 18,787,344 19,140,453

負債純資産合計 22,641,673 22,904,236



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,427,762 7,350,819

売上原価 4,700,808 4,549,515

売上総利益 2,726,953 2,801,303

販売費及び一般管理費 2,006,302 2,057,482

営業利益 720,650 743,821

営業外収益   

受取利息 12,163 8,514

受取配当金 2,442 2,371

仕入割引 5,546 5,548

為替差益 － 38,544

その他 14,101 10,093

営業外収益合計 34,253 65,073

営業外費用   

売上割引 189 596

為替差損 26,856 －

その他 2,880 1,279

営業外費用合計 29,927 1,875

経常利益 724,976 807,018

特別利益   

固定資産売却益 1,008 38

特別利益合計 1,008 38

特別損失   

固定資産除売却損 315 411

投資有価証券評価損 588 －

特別損失合計 903 411

税金等調整前四半期純利益 725,081 806,645

法人税等 272,221 282,692

少数株主損益調整前四半期純利益 452,859 523,952

少数株主利益 10,638 41,666

四半期純利益 442,221 482,286



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 452,859 523,952

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24,392 △28,931

為替換算調整勘定 10,287 33,342

その他の包括利益合計 △14,105 4,411

四半期包括利益 438,754 528,364

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 429,254 487,196

少数株主に係る四半期包括利益 9,500 41,167



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 

 （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。 

   

 Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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 

  （注）１．セグメント利益の調整額△55,211千円には、セグメント間取引消去△1,331千円、棚卸資産の調整額

△53,880千円が含まれております。 

  ２．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。 

  

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 
 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

  （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 
 4,529,746  958,319  1,724,647  138,105  7,350,819 －  7,350,819

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 1,783,654  3,729  154,356  1,278  1,943,019 (1,943,019) － 

計  6,313,400  962,048  1,879,004  139,383  9,293,838 (1,943,019)  7,350,819

セグメント利益  536,394  84,528  170,124  7,985  799,032 (55,211)  743,821

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（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23年４月１日 至平成23年９月30日） 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

  

  
  

前年同期比 
（％）  
  

取出ロボット（千円）  4,655,149  5,577,774 119.8

特注機（千円）  1,300,811  684,818 52.6

部品・保守サービス（千円）  985,110  1,207,608 122.6

合 計（千円）  6,941,071  7,470,201 107.6

製品等の区分 
前第２四半期連結会計期間末 

（平成23年９月30日） 

  
当第２四半期連結会計期間末 

（平成24年９月30日） 
  

  
前年同期比 
（％） 

  

取出ロボット（千円）  1,683,190  1,834,109 109.0

特注機（千円）  515,702  690,369 133.9

部品・保守サービス（千円）  129,694  176,238 135.9

合 計（千円）  2,328,588  2,700,718 116.0

製品等の区分 
前第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） 

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

  

  
前年同期比 
（％） 
  

取出ロボット（千円）  4,494,990  5,338,581  118.8

特注機（千円）  1,871,368  822,276  43.9

部品・保守サービス（千円）  1,061,403  1,189,961  112.1

合 計（千円）  7,427,762  7,350,819  99.0

  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

  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）  1,002,388  3,649,658  189,181  86,282  4,927,511

Ⅱ 連結売上高（千円）                          7,350,819

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 13.6  49.6  2.6  1.2  67.0
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