
   

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  
（２）連結財政状態 

  
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

  
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） 
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（１）連結経営成績 （％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 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期  14,240  13.3  1,272  15.9  1,265  20.0  778  6.6

23年３月期  12,567  1.6  1,097  45.8  1,055  20.9  729  49.7

（注）包括利益 24年３月期 695百万円 （24.4％）   23年３月期 559百万円（△7.1％） 

  
１株当たり
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

自己資本
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年３月期  44.50 －  4.2  5.7  8.9

23年３月期  41.73 －  4.0  5.0  8.7

（参考）持分法投資損益 24年３月期 －百万円   23年３月期 －百万円

  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  22,641  18,787  82.8  1,072.24

23年３月期  21,583  18,495  85.5  1,055.42

（参考）自己資本 24年３月期 18,753百万円   23年３月期 18,459百万円

  
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー 

財務活動による
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

24年３月期  584 △1,920 △409  8,013

23年３月期  149 △254 △174  9,831

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 
（連結） 

純資産
配当率 
（連結）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 百万円 ％ ％

23年３月期  －  5.00 － 13.00 18.00  314  43.1 1.7

24年３月期  －  10.00 － 10.00 20.00  349  44.9 1.9

25年３月期（予想）  －  10.00 － 20.00 30.00  46.0

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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

第２四半期（累計）  7,800  5.0  730  1.3  730  0.7  450  1.8  25.73

通期  17,600  23.6  1,930  51.6  1,930  52.5  1,140  46.5  65.18



※  注記事項 

新規  －社  （社名）、   除外  －社  （社名） 
  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
  
（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

（参考）個別業績の概要 

１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日） 

  

  

（２）個別財政状態 

  

２．平成25年３月期の個別業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

  

※  監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点
において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査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。 
 業績予想の前提となる仮定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
２ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

  

（１）期中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   

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 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 328,960株 23年３月期 328,497株

③ 期中平均株式数 24年３月期 17,490,332株 23年３月期 17,490,770株

（１）個別経営成績 （％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 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期  13,104  12.0  954  24.0  1,107  24.5  699  14.9

23年３月期  11,703  1.6  770 △1.8  889  4.2  609  26.9

  
１株当たり
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 

  円 銭 円 銭

24年３月期  40.02 －

23年３月期  34.83 －

  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  21,968  18,450  84.0  1,054.92

23年３月期  21,283  18,157  85.3  1,038.11

（参考）自己資本 24年３月期 18,450百万円   23年３月期 18,157百万円

  （％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  16,200  23.6  1,633  71.0  1,743  57.4  1,046  49.5  59.82
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(1）経営成績に関する分析 

①当期業績の概要 

 当期における世界経済は、米国経済が回復基調にあるものの、欧州の債務不安は新興国経済の成長を頭打ちにさ

せるなど、先行き不透明な状況です。わが国経済は、震災の復興需要により立ち直りつつあり、輸出産業の収益を

圧迫した円高傾向も回復基調にあります。当社の関連するプラスチック成形業界におきましては、地域別にはアジ

ア及び北米、業種別には自動車・家電関連及び医療や生活関連用品向けの需要が堅調でした。  

 このような情勢の中で当社グループは、東南アジアの需要を受注に結びつけ、自動車関連の他に電子部品及び光

学・精密機器といった業種への売上を伸ばしました。その結果、連結売上高は前期比13.3%増の14,240百万円とな

りました。利益面では、円高の影響を受けたものの新商品投入の効果で、営業利益は前期比15.9％増の1,272百万

円、経常利益は前期比20.0%増の1,265百万円、当期純利益は前期比6.6%増の778百万円となっております。 

  

    製品別売上状況 

   （取出ロボット） 

 主力製品の横走行取出ロボットは、中国市場が軟調だったものの新商品のＹＣが８月以降順調に売上を伸ばした

ことから、前期比135百万円増（1.5%増）の9,048百万円となりました。    

   （特注機） 

 前期に受注していたディスク関連装置と、半導体関連装置が計画通りの売上となり、前期比1,415百万円増

（84.8％増）の3,085百万円となりました。 

   （部品・保守サービス） 

 部品・保守サービスは前期比121百万円増（6.1%増）の2,105百万円となりました。 

 セグメント別の状況 

  （日本） 

 特注機が好調であったことから、売上高は前期比12.0％増の13,104百万円、営業利益は前期比24.0％増の954百

万円となりました。 

 （北米） 

  米国子会社の売上高は前期比4.0％増の22百万ドルでしたが、円換算では前期比5.4％減の1,815百万円となり、

営業利益は前期比0.9％増の178百万円となりました。 

 （アジア） 

  韓国及びタイの子会社が好調だったことから、売上高は前期比33.1%増の2,713百万円となりましたが、円高によ

る日本からの輸入品の為替の影響を受け、営業利益は前期比24.7％減の153百万円となりました。 

 （欧州） 

  売上高は前期比6.6％増の240百万円となり、営業利益は前期比75.7％増の13百万円となりました。 

②次期の見通し  

 当社を取り巻く外部環境につきましては、日本では自動車及び電子部品・家電関連向けの需要が見込まれ、電力

供給への不安から省電力機器への設備投資が進むと予想されます。海外では、東南アジア・韓国・北米が好調に推

移すると予想されます。 

 このような環境のなか当社は、最適設計を取り入れた商品構成を充実させ、需要が拡大する市場をターゲットに

汎用機の受注活動を着実に進めるとともに、新分野向けロボットの積極的な受注活動を進めてまいります。さら

に、半導体関連及び海外子会社での売上増加による収益拡大を見込み、中国調達を含めたコストダウンを進めてま

いります。  

 現時点での2012年度（2013年3月期）の業績見通しは次のとおりであります。 

   （連結業績） 

  

１．経営成績

 売上高 百万円17,600 （前期比 ％増） 23.6

 営業利益 百万円1,930 （前期比 ％増） 51.6

 経常利益 百万円1,930 （前期比 ％増） 52.5

 当期純利益 百万円1,140 （前期比46.5％増） 
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(2）財政状態に関する分析 

  資産、負債、純資産の状況について 

（資産） 

 総資産は前期末に比べて1,058百万円増加し、22,641百万円となりました。これは現金及び預金が1,906百万円減

少しましたが、土地が1,890百万円、原材料及び貯蔵品が377百万円、商品及び製品が268百万円、仕掛品が225百万

円それぞれ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766百万円増加し、3,854百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が395

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291百万円増加し、18,787百万円となりました。これは為替換算調整勘定が78百万円減

少しましたが、利益剰余金が376百万円増加したことによるものです。 

  キャッシュ・フローの状況について 

 現金及び現金同等物の期末残高は前期末より1,818百万円減少して8,013百万円となりました。その要因は次のと

おりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前当期純利益は1,265百万円でしたが、売上債権の増加額が428百万円、たな卸資産の増加額が924百

万円と大きく、法人税等の支払額は349百万円となったため、営業活動によるキャッシュ・フローは584百万円の収

入超過（前期は149百万円の収入超過）となりました。  

(投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 有形固定資産の取得による支出2,008百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは1,920百万円の支出

超過（前期は254百万円の支出超過）となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 配当金の支払額が402百万円ありましたので、財務活動によるキャッシュ・フローは409百万円の支出超過（前期

は174百万円の支出超過）となりました。 

(参考）キャッシュ・フロー指標の推移 

（注） １．自己資本比率                      ：自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率          ：株式時価総額／総資産 

２．有利子負債残高、利払い額に重要性がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・

カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

３．いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

４．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして事業運営にあたっております。このため、安定的

な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、各期の業績等を十分勘案した配当による利益還元を

行うことを基本方針としております。 

 当期につきましては、普通配当は中間配当を10円及び期末配当を10円年間合計で1株当たり20円となります。 

 次期につきましては、年間の業績見通しに基づき、目標とする配当性向30％以上を基準に、普通配当は中間配当

を10円及び期末配当を10円とし、あわせて期末配当時に設立40周年記念配当10円を行い、年間合計で1株当たり30

円とさせていただく予定としております。 

  

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率

（％） 
 72.2  81.2  87.8  85.5  82.8

時価ベースの自己

資本比率(％） 
 151.8  91.1  119.6  123.0  127.7
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(1）会社の経営の基本方針 

  当社は、プラスチック成形業界において、取出ロボットを中心に顧客の生産の合理化を図るための革新的技術の

創造を通じて、広く社会に貢献することを基本理念としております。また、顧客、株主、取引先などすべての利害

関係者の信頼と期待に応えるよう業務に取り組んでまいります。 

(2）目標とする経営指標 

中期目標は連結売上高300億円、連結経常利益50億円以上を達成することを目標に、売上高経常利益率15％以上

を目指しております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、顧客ニーズに対応し、品質及び性能の優位性により差別化した製品をスピーディーに開発してグローバ

ル市場に向けた営業展開をより一層積極的に行い、取出ロボット業界におけるリーディングカンパニーとしてさら

なる発展を目指してまいります。 

そのための商品戦略として、 

①  最適設計技術でハイサイクルの取出ロボットを2010年に開発しました。今後、この技術を汎用の取出ロボッ

トに展開してまいります。これは、軽量化と消費電力を削減できることで省エネに大きく貢献することがで

る技術です。高速、軽量、省エネという当社商品の優位性をアピールし、明確に差別化された商品情報を発

信してまいります。 

② 技術的シナジーのある新しい領域として、半導体・医療分野への事業展開を推進してまいります。 

市場戦略として、 

ⅰ  国内、北米、アジア及びヨーロッパに営業・サービス拠点網を展開してまいりましたが、引き続き中国内陸

部、インド、メキシコ及びブラジル等、今後の発展が期待される地域への拠点網の拡大・強化を図り、顧客

の世界購買に対応できるようグローバルな事業展開をおこなっていきます。 

ⅱ 中国工場の生産能力を増強して、中国での売上拡大に対応いたします。 

ⅲ 新しい領域への事業展開については、販売面でのシナジーを発揮できる部分から着手してまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 既存の事業領域では、価格競争力を含む商品力の強化とさらなるグローバル展開力の強化が課題であります。ま

た新規事業領域では、複数の事業の柱を確立すべく、技術的シナジーや販売のシナジーを発揮できる事業分野にお

いて、今後新製品を生み出すことが課題であります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

２．経営方針
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３．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,653,652 7,747,068

受取手形及び売掛金 4,288,949 4,670,510

有価証券 300,000 300,000

商品及び製品 630,010 898,193

仕掛品 630,728 856,105

原材料及び貯蔵品 1,483,591 1,861,430

繰延税金資産 339,504 365,173

その他 340,574 283,833

貸倒引当金 △17,760 △18,123

流動資産合計 17,649,250 16,964,191

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,046,615 994,896

機械装置及び運搬具 40,094 37,664

土地 2,044,977 3,935,369

その他 196,442 137,264

有形固定資産合計 3,328,129 5,105,195

無形固定資産   

その他 91,450 81,147

無形固定資産合計 91,450 81,147

投資その他の資産   

投資有価証券 250,994 241,443

その他 301,971 288,285

貸倒引当金 △38,162 △38,589

投資その他の資産合計 514,803 491,139

固定資産合計 3,934,383 5,677,481

資産合計 21,583,634 22,641,673
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,918,405 2,314,053

未払金 371,087 468,424

未払法人税等 154,462 300,968

賞与引当金 179,000 180,000

役員賞与引当金 13,680 16,950

製品保証引当金 104,517 104,897

繰延税金負債 1,587 3,465

その他 222,695 339,538

流動負債合計 2,965,436 3,728,298

固定負債   

役員退職慰労引当金 66,780 66,780

その他 55,613 59,250

固定負債合計 122,393 126,030

負債合計 3,087,830 3,854,328

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 15,625,496

自己株式 △347,208 △347,903

株主資本合計 18,911,854 19,287,162

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 47,576

為替換算調整勘定 △503,005 △581,173

その他の包括利益累計額合計 △451,949 △533,596

少数株主持分 35,898 33,778

純資産合計 18,495,803 18,787,344

負債純資産合計 21,583,634 22,641,673
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 12,567,648 14,240,008

売上原価 7,709,299 8,810,071

売上総利益 4,858,348 5,429,937

販売費及び一般管理費 3,760,493 4,157,042

営業利益 1,097,855 1,272,895

営業外収益   

受取利息及び配当金 45,761 31,556

その他 34,859 37,300

営業外収益合計 80,621 68,856

営業外費用   

為替差損 119,408 71,910

その他 3,967 4,101

営業外費用合計 123,375 76,011

経常利益 1,055,101 1,265,740

特別利益   

固定資産売却益 24 1,662

投資有価証券売却益 782 627

特別利益合計 806 2,290

特別損失   

固定資産除売却損 418 2,350

投資有価証券評価損 － 588

特別損失合計 418 2,938

税金等調整前当期純利益 1,055,488 1,265,092

法人税、住民税及び事業税 341,630 504,481

法人税等調整額 △28,515 △20,135

法人税等合計 313,115 484,346

少数株主損益調整前当期純利益 742,373 780,746

少数株主利益 12,539 2,462

当期純利益 729,833 778,283
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連結包括利益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 742,373 780,746

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17,318 △3,479

為替換算調整勘定 △165,797 △81,583

その他の包括利益合計 △183,116 △85,062

包括利益 559,257 695,683

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 547,998 696,636

少数株主に係る包括利益 11,258 △952
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,985,666 1,985,666

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,985,666 1,985,666

資本剰余金   

当期首残高 2,023,903 2,023,903

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,023,903 2,023,903

利益剰余金   

当期首残高 14,694,569 15,249,493

当期変動額   

剰余金の配当 △174,909 △402,280

当期純利益 729,833 778,283

当期変動額合計 554,924 376,002

当期末残高 15,249,493 15,625,496

自己株式   

当期首残高 △346,098 △347,208

当期変動額   

自己株式の取得 △1,110 △694

当期変動額合計 △1,110 △694

当期末残高 △347,208 △347,903

株主資本合計   

当期首残高 18,358,040 18,911,854

当期変動額   

剰余金の配当 △174,909 △402,280

当期純利益 729,833 778,283

自己株式の取得 △1,110 △694

当期変動額合計 553,813 375,308

当期末残高 18,911,854 19,287,162
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 68,374 51,056

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,318 △3,479

当期変動額合計 △17,318 △3,479

当期末残高 51,056 47,576

為替換算調整勘定   

当期首残高 △338,489 △503,005

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △164,516 △78,168

当期変動額合計 △164,516 △78,168

当期末残高 △503,005 △581,173

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △270,114 △451,949

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △181,834 △81,647

当期変動額合計 △181,834 △81,647

当期末残高 △451,949 △533,596

少数株主持分   

当期首残高 27,300 35,898

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,598 △2,119

当期変動額合計 8,598 △2,119

当期末残高 35,898 33,778

純資産合計   

当期首残高 18,115,226 18,495,803

当期変動額   

剰余金の配当 △174,909 △402,280

当期純利益 729,833 778,283

自己株式の取得 △1,110 △694

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △173,236 △83,767

当期変動額合計 380,577 291,540

当期末残高 18,495,803 18,787,344

-10-

㈱ユーシン精機（6482）平成24年３月期　決算短信



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 1,055,488 1,265,092

減価償却費 260,360 219,360

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,323 1,143

賞与引当金の増減額（△は減少） △31,000 1,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 2,782 3,270

受取利息及び受取配当金 △45,761 △31,556

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △782 △627

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） － 588

売上債権の増減額（△は増加） △1,076,637 △428,805

たな卸資産の増減額（△は増加） △556,337 △924,003

仕入債務の増減額（△は減少） 561,991 476,445

その他の流動負債の増減額（△は減少） 180,376 236,236

その他 △256,209 83,538

小計 92,947 901,681

利息及び配当金の受取額 45,807 31,604

法人税等の支払額 △213,045 △349,143

法人税等の還付額 224,156 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 149,866 584,142

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 △129,370 －

定期預金の払戻による収入 129,370 86,760

有形固定資産の取得による支出 △254,932 △2,008,177

有形固定資産の売却による収入 1,063 1,729

無形固定資産の取得による支出 △2,194 △934

投資有価証券の取得による支出 △1,419 △1,899

投資有価証券の売却による収入 2,637 1,797

長期貸付金の回収による収入 263 272

投資活動によるキャッシュ・フロー △254,582 △1,920,452

財務活動によるキャッシュ・フロー   

少数株主からの払込みによる収入 2,774 －

自己株式の取得による支出 △1,110 △694

配当金の支払額 △176,090 △402,982

少数株主への配当金の支払額 － △5,469

財務活動によるキャッシュ・フロー △174,426 △409,146

現金及び現金同等物に係る換算差額 △86,325 △73,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △365,467 △1,818,613

現金及び現金同等物の期首残高 10,197,400 9,831,932

現金及び現金同等物の期末残高 9,831,932 8,013,318
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 該当事項はありません。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社は、射出成形品取出ロボット及び省力化システムを含めた周辺機器の開発、製造、販売及びアフタ

ーサービスを行っており、国内においては当社が、海外においては北米、アジア（韓国、台湾、マレーシ

ア、シンガポール、タイ、中国、インド）、欧州（英国、スロバキア）の各地域をユーシン・アメリカ・

インク（米国）、㈱ユーシン・コリア（韓国）、ユーシン・オートメーション・リミテッド（欧州）及び

その他の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、各地域

の戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、製造・販売及びアフターサービス体制を基礎とした地域別のセグメントから構成さ

れており、「日本」、「米国」、「アジア」及び「欧州」の４つを報告セグメントとしております。 

   

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）追加情報

（７）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

セグメント情報
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      ３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：千円）

（注）１．調整額は以下のとおりであります。 

  （1）セグメント利益の調整額△61,071千円には、セグメント間取引消去10,895千円、棚卸資産の調整額△71,966

千円が含まれております。 

  （2）セグメント資産の調整額7,587,886千円は、セグメント間の取引消去△1,888,861千円、当社での余資運用資

金（現金及び預金、有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）9,117,717千円などが含まれております。

   ２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：千円）

（注）１．調整額は以下のとおりであります。 

  （1）セグメント利益の調整額△27,731千円には、セグメント間取引消去7,512千円、棚卸資産の調整額△35,243千

円が含まれております。 

  （2）セグメント資産の調整額5,282,896千円は、セグメント間の取引消去△2,277,998千円、当社での余資運用資

金（現金及び預金、有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）7,178,855千円などが含まれております。

   ２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）１ 

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  8,632,145  1,916,040  1,811,947  207,515  12,567,648  －  12,567,648

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,070,914  3,609  227,166  17,900  3,319,591 ( )3,319,591  －

計  11,703,060  1,919,649  2,039,113  225,415  15,887,239 ( )3,319,591  12,567,648

セグメント利益  770,295  176,382  204,454  7,794  1,158,926 ( )61,071  1,097,855

セグメント資産  10,873,339  1,228,848  1,712,191  181,367  13,995,747  7,587,886  21,583,634

その他の項目     

減価償却費  176,700  20,246  6,863  3,325  207,135  －  207,135

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
 159,182  24,843  46,256  8,835  239,118  －  239,118

  報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）１ 

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  9,705,215  1,800,347  2,505,079  229,366  14,240,008  －  14,240,008

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,399,576  14,835  208,197  10,921  3,633,530 ( )3,633,530  －

計  13,104,791  1,815,182  2,713,276  240,287  17,873,539 ( )3,633,530  14,240,008

セグメント利益  954,988  178,055  153,891  13,690  1,300,626 ( )27,731  1,272,895

セグメント資産  13,495,885  1,299,198  2,246,952  316,740  17,358,776  5,282,896  22,641,673

その他の項目     

減価償却費  134,735  18,697  8,409  4,528  166,370  －  166,370

有形固定資産及び 

無形固定資産の増加額 
 1,877,907  10,092  117,266  4,689  2,009,955  －  2,009,955
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 （注）１．前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、各連結会計年度末において

潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。   

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭1,055 42

１株当たり当期純利益 円 銭41 73

１株当たり純資産額 円 銭1,072 24

１株当たり当期純利益 円 銭44 50

  
前連結会計年度

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益（千円）  729,833  778,283

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  729,833  778,283

期中平均株式数（株）  17,490,770  17,490,332

  
前連結会計年度末
（平成23年３月31日） 

当連結会計年度末
（平成24年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  18,495,803  18,787,344

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
 35,898  33,778

（うち少数株主持分）  (35,898)  (33,778)

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  18,459,905  18,753,565

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数（株） 
 17,490,536  17,490,073

（重要な後発事象）
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 （1）受注の状況 

①受注高 

  
②受注残高 

  
 （2）販売の状況 

  
（海外売上高） 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  
当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

  

（受注及び販売の状況）

製品等の区分 
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

増減率（%）

取出ロボット（千円）  9,473,307  9,120,368  △3.7

特注機（千円）  2,415,305  2,827,145  17.1

部品・保守サービス（千円）  1,969,010  2,058,551  4.5

合  計（千円）  13,857,623  14,006,065  1.1

製品等の区分 
前連結会計年度末
（平成23年３月31日） 

当連結会計年度末 
（平成24年３月31日） 

増減率（%）

取出ロボット（千円）  1,523,032  1,594,916  4.7

特注機（千円）  1,086,259  827,828  △23.8

部品・保守サービス（千円）  205,987  158,591  △23.0

合  計（千円）  2,815,279  2,581,335  △8.3

製品等の区分 
前連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

増減率（%）

取出ロボット（千円）  8,912,734  9,048,483  1.5

特注機（千円）  1,670,074  3,085,576  84.8

部品・保守サービス（千円）  1,984,839  2,105,948  6.1

合  計（千円）  12,567,648  14,240,008  13.3

  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）  1,986,813  4,649,329  658,165  152,475  7,446,783

Ⅱ 連結売上高（千円）      12,567,648

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 15.8  37.0  5.3  1.2  59.3

  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）  2,387,180  5,669,898  801,813  177,520  9,036,412

Ⅱ 連結売上高（千円）      14,240,008

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 16.8  39.8  5.6  1.2  63.5
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,566,723 6,637,411

受取手形 983,415 851,215

売掛金 4,140,107 4,932,879

有価証券 300,000 300,000

商品及び製品 401,674 526,833

仕掛品 600,216 809,915

原材料及び貯蔵品 1,130,821 1,217,801

前払費用 27,106 26,019

未収消費税等 221,264 98,815

繰延税金資産 178,595 191,109

その他 30,219 24,590

貸倒引当金 △11,000 △11,500

流動資産合計 16,569,145 15,605,091

固定資産   

有形固定資産   

建物 894,886 820,852

構築物 17,745 17,496

機械及び装置 14,025 10,879

車両運搬具 421 281

工具、器具及び備品 55,855 93,824

土地 2,011,566 3,831,429

リース資産 － 2,988

建設仮勘定 97,091 3,211

有形固定資産合計 3,091,592 4,780,964

無形固定資産   

電話加入権 11,430 11,430

商標権 995 695

ソフトウエア 16,266 7,677

無形固定資産合計 28,692 19,803

投資その他の資産   

投資有価証券 250,994 241,443

関係会社株式 775,957 767,878

出資金 170 170

関係会社出資金 267,132 267,132

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 305 32

破産更生債権等 38,162 38,589

差入保証金 29,814 28,764

繰延税金資産 71,075 67,291

その他 198,938 189,580

貸倒引当金 △38,162 △38,589

投資その他の資産合計 1,594,388 1,562,293

固定資産合計 4,714,672 6,363,061

資産合計 21,283,818 21,968,153
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 275,485 428,584

買掛金 1,907,572 1,863,458

リース債務 － 801

未払金 347,630 467,409

未払費用 66,575 67,655

未払法人税等 134,700 282,400

前受金 37,642 37,567

預り金 12,446 11,202

賞与引当金 179,000 180,000

役員賞与引当金 13,680 16,950

製品保証引当金 84,500 91,200

設備関係支払手形 － 583

その他 46 －

流動負債合計 3,059,279 3,447,813

固定負債   

リース債務 － 2,371

役員退職慰労引当金 66,780 66,780

長期預り保証金 580 540

固定負債合計 67,360 69,691

負債合計 3,126,639 3,517,504

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,985,666 1,985,666

資本剰余金   

資本準備金 2,023,903 2,023,903

資本剰余金合計 2,023,903 2,023,903

利益剰余金   

利益準備金 286,314 286,314

その他利益剰余金   

配当平均積立金 1,000,000 1,000,000

別途積立金 8,700,000 8,700,000

繰越利益剰余金 4,457,446 4,755,090

利益剰余金合計 14,443,761 14,741,405

自己株式 △347,208 △347,903

株主資本合計 18,106,122 18,403,072

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51,056 47,576

評価・換算差額等合計 51,056 47,576

純資産合計 18,157,178 18,450,648

負債純資産合計 21,283,818 21,968,153
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 11,703,060 13,104,791

売上原価 7,751,145 8,668,905

売上総利益 3,951,914 4,435,886

販売費及び一般管理費 3,181,619 3,480,897

営業利益 770,295 954,988

営業外収益   

受取利息 33,434 18,076

有価証券利息 1,738 660

受取配当金 103,378 107,614

仕入割引 8,203 10,077

その他 24,118 20,045

営業外収益合計 170,874 156,473

営業外費用   

売上割引 589 453

為替差損 50,697 3,443

その他 212 8

営業外費用合計 51,499 3,905

経常利益 889,671 1,107,557

特別利益   

投資有価証券売却益 782 627

特別利益合計 782 627

特別損失   

固定資産除売却損 398 2,318

投資有価証券評価損 － 588

関係会社株式評価損 － 8,079

特別損失合計 398 10,986

税引前当期純利益 890,054 1,097,198

法人税、住民税及び事業税 250,459 399,791

法人税等調整額 30,310 △2,517

法人税等合計 280,769 397,274

当期純利益 609,284 699,924

販売費及び一般管理費合計 3,181,619 3,480,897
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 1,985,666 1,985,666

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,985,666 1,985,666

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 2,023,903 2,023,903

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,023,903 2,023,903

資本剰余金合計   

当期首残高 2,023,903 2,023,903

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,023,903 2,023,903

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 286,314 286,314

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 286,314 286,314

その他利益剰余金   

配当平均積立金   

当期首残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

別途積立金   

当期首残高 8,700,000 8,700,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,700,000 8,700,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 4,023,071 4,457,446

当期変動額   

剰余金の配当 △174,909 △402,280

当期純利益 609,284 699,924

当期変動額合計 434,375 297,643

当期末残高 4,457,446 4,755,090

利益剰余金合計   

当期首残高 14,009,386 14,443,761

当期変動額   

剰余金の配当 △174,909 △402,280

当期純利益 609,284 699,924

当期変動額合計 434,375 297,643

当期末残高 14,443,761 14,741,405
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

自己株式   

当期首残高 △346,098 △347,208

当期変動額   

自己株式の取得 △1,110 △694

当期変動額合計 △1,110 △694

当期末残高 △347,208 △347,903

株主資本合計   

当期首残高 17,672,858 18,106,122

当期変動額   

剰余金の配当 △174,909 △402,280

当期純利益 609,284 699,924

自己株式の取得 △1,110 △694

当期変動額合計 433,264 296,949

当期末残高 18,106,122 18,403,072

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 68,374 51,056

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,318 △3,479

当期変動額合計 △17,318 △3,479

当期末残高 51,056 47,576

評価・換算差額等合計   

当期首残高 68,374 51,056

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,318 △3,479

当期変動額合計 △17,318 △3,479

当期末残高 51,056 47,576

純資産合計   

当期首残高 17,741,233 18,157,178

当期変動額   

剰余金の配当 △174,909 △402,280

当期純利益 609,284 699,924

自己株式の取得 △1,110 △694

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,318 △3,479

当期変動額合計 415,945 293,469

当期末残高 18,157,178 18,450,648
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(1) 役員の異動 

１．代表者の異動 

   該当事項はありません。 

  

２．その他の役員の異動（平成24年７月１日付予定） 

 ①新任監査役候補 

    監査役 鎌倉 寛保（非常勤） 

    （注）会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。    

  

                                   以上  

５．その他
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