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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 8,818 △9.3 697 9.3 665 △8.1 412 2.9
22年3月期第3四半期 9,727 △42.0 638 △77.8 724 △74.8 400 △72.4

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

23年3月期第3四半期 23.59 ―

22年3月期第3四半期 22.92 ―

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

23年3月期第3四半期 21,551 18,225 84.4 1,039.72
22年3月期 20,593 18,115 87.8 1,034.11

（参考） 自己資本  23年3月期第3四半期  18,185百万円 22年3月期  18,087百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00
23年3月期 ― 5.00 ―

23年3月期 
（予想）

13.00 18.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 13,450 8.7 1,022 35.7 1,125 29.0 704 44.4 40.25



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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 （詳細は、【添付資料】Ｐ．２「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 17,819,033株 22年3月期 17,819,033株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q 328,435株 22年3月期 327,772株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 17,490,834株 22年3月期3Q 17,491,561株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間における世界経済は、中国をはじめとしたアジア新興国が内需主導の拡大を続けてい

るものの、アメリカは企業業績回復に雇用増が伴わず、欧州は周辺国の財政悪化という不安材料を抱えておりま

す。わが国では、雇用・所得環境が依然として厳しく、デフレ及び夏場以降の円高が継続したことから景気の足踏

み状態が続いております。 

 当社の関連するプラスチック成形業界におきましては、アジアでのデジタル家電関連向けが好調で、自動車関連

向けも回復に向かっております。加えて日用雑貨・医療関連向けでの需要が堅調に推移しております。 

 当社グループにおきましては、アメリカとアジアの需要が堅調に推移し、特に中国での人件費高騰を背景とした

自動化ニーズから、汎用機の売上は好調を維持しております。特注機につきましては前期末受注残が減少したた

め、売上は前年同期よりも減少しております。その結果、受注及び受注残高は増加し、連結売上高は8,818百万円

となりました。利益面につきましては、営業利益は697百万円、経常利益は665百万円、四半期純利益は412百万円

となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 流動資産は前連結会計期間末に比べ1,079百万円増加し17,602百万円となりました。これは受注回復により受取

手形及び売掛金が800百万円、原材料及び貯蔵品が255百万円増加したことなどによります。 

 固定資産につきましては大きな変動はなかったため、資産合計は957百万円増加の21,551百万円となりました。 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ853百万円増加し3,196百万円となりました。これは支払手形及び買掛金が

715百万円増加したことなどによります。固定負債につきましては大きな変動はなく、負債合計は847百万円増加し

て3,325百万円となりました。 

 純資産は、前期決算の剰余金の配当及び、四半期純利益の計上により利益剰余金が237百万円増加したことなど

から110百万円増加の18,225百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の通期業績予想につきましては、平成22年５月11日に公表いたしました業績予想の数値から変更

はございません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はございません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

 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 

 税金費用につきましては、当第３四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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。  

 これによる損益への影響はございません。 

   

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,263,391 9,431,530

受取手形及び売掛金 4,084,186 3,283,520

有価証券 900,000 900,000

商品及び製品 611,060 436,823

仕掛品 662,690 560,152

原材料及び貯蔵品 1,522,983 1,267,609

未収還付法人税等 － 234,400

繰延税金資産 310,633 284,914

その他 264,075 137,804

貸倒引当金 △16,721 △14,210

流動資産合計 17,602,300 16,522,543

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,009,190 1,090,737

土地 2,045,933 2,049,327

その他 221,810 193,639

有形固定資産合計 3,276,934 3,333,704

無形固定資産 105,165 159,565

投資その他の資産   

投資有価証券 253,118 278,894

繰延税金資産 67,044 43,221

その他 284,672 299,679

貸倒引当金 △38,116 △43,811

投資その他の資産合計 566,718 577,984

固定資産合計 3,948,818 4,071,254

資産合計 21,551,118 20,593,798
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,173,639 1,458,106

未払金 326,876 256,714

未払法人税等 127,782 30,554

賞与引当金 90,000 210,000

役員賞与引当金 15,000 10,898

製品保証引当金 124,327 135,172

その他 338,727 240,914

流動負債合計 3,196,353 2,342,359

固定負債   

役員退職慰労引当金 66,780 66,780

その他 62,735 69,432

固定負債合計 129,515 136,212

負債合計 3,325,869 2,478,572

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 14,932,188 14,694,569

自己株式 △347,104 △346,098

株主資本合計 18,594,654 18,358,040

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51,480 68,374

為替換算調整勘定 △460,853 △338,489

評価・換算差額等合計 △409,372 △270,114

少数株主持分 39,967 27,300

純資産合計 18,225,249 18,115,226

負債純資産合計 21,551,118 20,593,798
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 9,727,812 8,818,724

売上原価 6,355,954 5,336,699

売上総利益 3,371,857 3,482,025

販売費及び一般管理費 2,733,230 2,784,127

営業利益 638,627 697,898

営業外収益   

受取利息 52,100 33,673

受取配当金 3,611 3,958

仕入割引 4,966 6,116

為替差益 9,858 －

その他 19,125 20,364

営業外収益合計 89,662 64,111

営業外費用   

為替差損 － 94,251

リース解約損 2,421 211

その他 1,219 1,930

営業外費用合計 3,641 96,393

経常利益 724,647 665,616

特別利益   

固定資産売却益 2,782 －

投資有価証券売却益 － 748

特別利益合計 2,782 748

特別損失   

固定資産除売却損 4,678 287

特別損失合計 4,678 287

税金等調整前四半期純利益 722,751 666,076

法人税等 321,252 243,414

少数株主損益調整前四半期純利益 － 422,662

少数株主利益 630 10,132

四半期純利益 400,868 412,529

㈱ユーシン精機（6482）平成23年３月期　第３四半期決算短信

5



該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 当社グループの事業内容は、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う産業機械事業に集約されるため、事業の種類別セグメント情報の記載は省略しており

ます。  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  
日本 
（千円） 

北米地域
（千円） 

アジア地域
（千円） 

欧州地域
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
 8,165,202  902,182  479,605  180,821  9,727,812  －  9,727,812

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 998,845  3,896  88,528  8,594  1,099,865 ( )1,099,865  －

計  9,164,047  906,078  568,134  189,415  10,827,677 ( )1,099,865  9,727,812

営業利益又は営業損

失（ ）  
 724,352 (76,228) (61,488)  12,123  598,759  39,867  638,627

  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）  2,839,952  1,580,906  1,749,915  78,993  6,249,767

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － －  9,727,812

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 29.2  16.2  18.0  0.8  64.2
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〔セグメント情報〕 

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及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△61,304千円には、セグメント間取引消去13,567千円、棚卸資産の調整

額△74,871千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。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  （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 
 6,162,910  1,210,738  1,292,496  152,578  8,818,724 －  8,818,724

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 2,198,978  3,559  180,410  9,125  2,392,074 (2,392,074) － 

計  8,361,889  1,214,298  1,472,907  161,704  11,210,799 (2,392,074)  8,818,724

セグメント利益又は

損失（ ） 
 476,819  107,211  178,675 (3,504)  759,202 (61,304)  697,898

（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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  
当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

４．補足情報

製品等の区分 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

  

取出ロボット（千円）  4,468,688  7,108,808

特注機（千円）  1,130,390  1,159,090

部品・保守サービス（千円）  1,110,506  1,379,521

合 計（千円）  6,709,585  9,647,420

製品等の区分 
前第３四半期連結会計期間末
（平成21年12月31日） 

  
当第３四半期連結会計期間末 
（平成22年12月31日） 

  

取出ロボット（千円）  1,020,083  1,731,090

特注機（千円）  475,257  486,536

部品・保守サービス（千円）  99,738  136,372

合 計（千円）  1,595,080  2,353,999

製品等の区分 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年12月31日） 

  

取出ロボット（千円）  4,032,431  6,340,176

特注機（千円）  4,499,293  1,013,582

部品・保守サービス（千円）  1,196,087  1,464,966

合 計（千円）  9,727,812  8,818,724

  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）  2,839,952  1,580,906  1,749,915  78,993  6,249,767

Ⅱ 連結売上高（千円）   9,727,812

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 29.2  16.2  18.0  0.8  64.2

  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）  1,273,205  3,287,036  427,467  124,800  5,112,509

Ⅱ 連結売上高（千円）                      8,818,724

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 14.4  37.3  4.9  1.4  58.0
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