
  

  

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31日）  

  

  

  

  
（２）連結財政状態  

  

  

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  

平成25年３月期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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）  

  

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無  

  

  
 

平成26年３月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）  

        平成26年２月５日

上場会社名  株式会社ユーシン精機  上場取引所  東  

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  ＴＥＬ  075-933-9168  

四半期報告書提出予定日  平成26年２月14日  配当支払開始予定日  －  

四半期決算補足説明資料作成の有無：無    

四半期決算説明会開催の有無      ：無    

  （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 ％ 

26年３月期第３四半期  12,821 20.5 1,894 101.6 2,090 105.9 1,332 116.2 

25年３月期第３四半期  10,642 △0.8 939 △2.8 1,015 7.8 616 8.8 

（注）包括利益 26年３月期第３四半期 1,712百万円 （146.8％）  25年３月期第３四半期 693百万円  （53.9％）

  
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 

26年３月期第３四半期  76.18 － 

25年３月期第３四半期  35.24 － 

  総資産  純資産  自己資本比率  

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第３四半期  25,000 21,051 83.7 

25年３月期  23,744 19,865 83.4 

（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  20,912百万円   25年３月期  19,791百万円 

   
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 

25年３月期  － 10.00 － 20.00 30.00 

26年３月期  － 10.00 －     

26年３月期（予想）        10.00 20.00 

  （％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  17,200 16.8 2,240 49.5 2,580 47.7 1,500 34.6 85.77 



※  注記事項  

（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  

新規 －社  （社名）、除外 －社  （社名）  

  
  

（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Ｐ２．「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  

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  

  
  

（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）連結業績予想などの将来
予測に関する説明」をご覧ください。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を
含む）  

26年３月期３Ｑ  17,819,033株 25年３月期  17,819,033株

②  期末自己株式数  26年３月期３Ｑ  330,079株 25年３月期  329,376株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ  17,489,382株 25年３月期３Ｑ 17,489,915株
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（１）経営成績に関する説明 

  当連結会計期間における世界経済は、アメリカの景気回復が顕著となり、それに伴いアジア各国の景気も上向い

てきました。しかしヨーロッパでは債務危機に伴う景気低迷が続き、特定地域での政情不安など、不安材料もあり

ました。当社の関連する業界におきましては、自動車関連向けが好調で、ＩＴ機器関連・生活雑貨関連向けの需要

も増加しております。そして好調な海外市場に続き、国内市場でも設備投資に改善が見られ、回復局面に入ったと

思われます。 

  このような情勢の中で当社グループは、高速・制振・省エネをコンセプトとして開発した主力取出ロボットが、

世界の幅広い地域で認知され、販売台数を増やしております。中でもアメリカ及び中国・韓国が好調で、特に新規

顧客からの受注が大幅に増えております。また、現地調達や生産体制の整備など、コスト削減活動の効果が出てき

ております。その結果、連結売上高は前期比20.5%増の12,821百万円となりました。利益面では、営業利益は前期

比101.6%増の1,894百万円、経常利益は前期比105.9%増の2,090百万円、四半期純利益は前期比116.2%増の1,332百

万円となっております。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

  総資産は前期末（平成25年3月31日）に比べて1,255百万円増加し、25,000百万円となりました。これは主として

現金及び預金が781百万円減少しましたが、土地が1,674百万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69百万円増加し、3,948百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産は前期末に比べて1,186百万円増加し、21,051百万円となりました。これは主として利益剰余金が807百万

円増加したことによるものです。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 現時点で、平成25年11月５日に公表いたしました平成26年３月期の通期業績予想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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,345,829 6,564,814

受取手形及び売掛金 4,601,853 4,860,889

有価証券 300,000 －

商品及び製品 1,077,587 1,287,796

仕掛品 1,142,033 1,189,247

原材料及び貯蔵品 1,808,738 2,071,436

繰延税金資産 392,745 423,108

その他 370,154 271,749

貸倒引当金 △16,073 △17,435

流動資産合計 17,022,868 16,651,606

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,954,861 1,811,011

土地 3,953,407 5,628,080

その他（純額） 228,151 263,744

有形固定資産合計 6,136,420 7,702,837

無形固定資産 100,007 132,562

投資その他の資産   

投資有価証券 246,287 274,257

繰延税金資産 6,144 6,937

その他 233,423 232,833

貸倒引当金 △686 △932

投資その他の資産合計 485,169 513,096

固定資産合計 6,721,597 8,348,496

資産合計 23,744,465 25,000,102



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,719,798 2,029,918

未払金 907,062 521,730

未払法人税等 280,914 273,265

前受金 264,646 356,838

賞与引当金 192,000 104,000

役員賞与引当金 19,720 20,500

製品保証引当金 127,013 133,984

その他 188,950 223,503

流動負債合計 3,700,105 3,663,741

固定負債   

役員退職慰労引当金 66,780 66,780

その他 111,957 217,646

固定負債合計 178,737 284,426

負債合計 3,878,843 3,948,168

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 16,390,498 17,198,099

自己株式 △348,598 △349,967

株主資本合計 20,051,469 20,857,701

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 58,239 75,504

為替換算調整勘定 △317,906 △20,576

その他の包括利益累計額合計 △259,667 54,927

少数株主持分 73,819 139,305

純資産合計 19,865,622 21,051,934

負債純資産合計 23,744,465 25,000,102



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 10,642,784 12,821,096

売上原価 6,592,308 7,440,850

売上総利益 4,050,475 5,380,246

販売費及び一般管理費 3,110,838 3,485,913

営業利益 939,636 1,894,332

営業外収益   

受取利息 14,474 12,743

受取配当金 4,592 4,297

仕入割引 7,853 9,050

為替差益 32,077 154,526

その他 19,201 16,421

営業外収益合計 78,199 197,039

営業外費用   

売上割引 710 691

その他 1,701 250

営業外費用合計 2,411 942

経常利益 1,015,424 2,090,429

特別利益   

固定資産売却益 38 1,664

特別利益合計 38 1,664

特別損失   

固定資産除売却損 873 23,459

特別損失合計 873 23,459

税金等調整前四半期純利益 1,014,589 2,068,634

法人税等 340,029 683,098

少数株主損益調整前四半期純利益 674,560 1,385,535

少数株主利益 58,301 53,247

四半期純利益 616,258 1,332,287



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 674,560 1,385,535

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,423 17,264

為替換算調整勘定 16,825 309,568

その他の包括利益合計 19,248 326,833

四半期包括利益 693,808 1,712,368

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 634,858 1,646,883

少数株主に係る四半期包括利益 58,950 65,485



該当事項はありません。 

   

   

該当事項はありません。 

   

   

  前第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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．セグメント利益の調整額△44,330千円には、セグメント間取引消去20,642千円、棚卸資産の調整額

△64,973千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。 

  

    当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31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．セグメント利益の調整額△45,821千円には、セグメント間取引消去4,404千円、棚卸資産の調整額

△50,225千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。 

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 
 6,245,179  1,473,876  2,598,552  325,175  10,642,784 －  10,642,784

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 2,559,019  4,007  191,807  3,686  2,758,520 (2,758,520) － 

計  8,804,199  1,477,883  2,790,360  328,861  13,401,305 (2,758,520)  10,642,784

セグメント利益  571,058  137,293  270,103  5,511  983,967 (44,330)  939,636

  （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 
 6,883,061  2,005,574  3,476,965  455,494  12,821,096 －  12,821,096

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 2,963,626  14,594  216,430  7,770  3,202,421 (3,202,421) － 

計  9,846,688  2,020,168  3,693,395  463,264  16,023,518 (3,202,421)  12,821,096

セグメント利益  876,237  345,175  635,264  83,476  1,940,153 (45,821)  1,894,332



（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24年４月１日 至平成24年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日） 

  

  
  

前年同期比 
（％）  
  

取出ロボット（千円）  7,827,748  9,670,656 123.5

特注機（千円）  1,062,452  2,239,570 210.8

部品・保守サービス（千円）  1,832,877  1,933,645 105.5

合 計（千円）  10,723,078  13,843,872 129.1

製品等の区分 
前第３四半期連結会計期間末 

（平成24年12月31日） 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成25年12月31日） 
  

  
前年同期比 
（％） 

  

取出ロボット（千円）  1,780,243  2,162,895 121.5

特注機（千円）  679,321  813,677 119.8

部品・保守サービス（千円）  202,065  169,244 83.8

合 計（千円）  2,661,629  3,145,817 118.2

製品等の区分 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年12月31日） 

  

  
前年同期比 
（％） 
  

取出ロボット（千円）  7,642,420  9,134,713  119.5

特注機（千円）  1,210,960  1,775,735  146.6

部品・保守サービス（千円）  1,789,403  1,910,648  106.8

合 計（千円）  10,642,784  12,821,096  120.5

  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）  1,519,854  5,058,918  410,338  121,018  7,110,130

Ⅱ 連結売上高（千円）                          10,642,784

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 14.3  47.5  3.9  1.1  66.8

  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）  2,018,561  5,731,196  939,852  330,276  9,019,887

Ⅱ 連結売上高（千円）                          12,821,096

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 15.7  44.7  7.3  2.6  70.3
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