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平成19年12月期  第3四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成19年10月15日 

上 場 会 社 名        ユー・エム・シー・ジャパン株式会社  上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号         6939                                ＵＲＬ  Uhttp://www.umcj.com U 

代  表  者（役職名）代表取締役社長         （氏名）李  光興 
問合せ先責任者（役職名）広報部ジェネラルマネージャー （氏名）張  仁治   ＴＥＬ(0470) 23-3121  
 
 

（百万円未満四捨五入）  

１．平成19年12月期第3四半期の業績（平成19年1月1日～平成19年9月30日） 
(1) 経営成績                                   （％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（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月期第3四半期 21,175 △18.2 △1,890 － △2,179 － △681 －

18年12月期第3四半期 25,883 64.1 △3,183 － △3,516 － △2,942 －

18年12月期 34,423 － △3,157 － △3,595 － △2,910 －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円   銭 円   銭

19年12月期第3四半期 △688 48 －

18年12月期第3四半期 △2,972 80 －

18年12月期 △2,941 22 －   

 
(2) 財政状態 

 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

19年12月期第3四半期        65,690 45,208 68.8 45,685 94 

18年12月期第3四半期 80,906 45,838 56.7 46,322 13 

18年12月期 76,762 45,842 59.7 46,326 78 

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
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 

19年12月期第3四半期 2,834 5,600 △5,370 20,435 

18年12月期第3四半期 1,738 2,152 △3,049 29,926 

18年12月期 1,763 △14,142 703 17,419 
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２．配当の状況 

 1株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

18年12月期 － － 
  円   銭 

－ 

19年12月期 －  － 

19年12月期（予想）  － － 

 
 
３．平成19年12月期の業績予想（平成19年1月1日 ～ 平成19年12月31日） 【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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 27,202 △21.0 △3,584 － △3,871 － △2,990 － △3,021 41

 
 
４．その他 

  
(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(2) 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(3) 会計監査人の関与 ： 無 

 
（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

U※ 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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

この2007年第3四半期（2007年1月-9月）には、世界並びに日本の半導体市場が前年同期比に比べて横ば

い成長に推移しています。薄型テレビや携帯電話などのデジタル民生機器の需要は、依然、拡大しつつありま

すが、平均販売単価の下落により、販売台数が増加するのに対し、販売売上が鈍化しています。 

 当社としては、利益重視の企業体質を図ることで、生産能力の見直しやパートナーシップの強化に取り組み、

新たな事業戦略を掲げました。 

 新しい事業戦略とは、我々の得意とするファウンドリー（半導体製造受託）事業を中核にして、パートナー

シップによる設計サービスからパッケージングとテストの後工程を含めたトータル・ソリューションを日本の

顧客に提供してまいります。また、“Time to Market”（お客様の競争力強化のため、製品化までの時間を短

縮する迅速で効率のよいサービスの提供）という信念を持ち、顧客満足度を高めていくことに努めてまいりま

す。 

 今期においては、まだ新しい取り組みの 中ですが、既に7月-9月の純利益がプラスとなり、業績は改善致

しました。今後、高周波（RF）、電源管理IC（PMIC）、LEDドライバーICといった分野に積極的に取り組み、

引き続き業績の改善に尽力してまいります。 

 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における総資産は、65,690百万円となり、前期末と比較して11,072百万円減少いたしました。

 流動資産は、主に売上高の減少に伴う売掛金の減少により、前期末と比較して 3,159 百万円減少し、30,774

百万円となりました。 

 固定資産は、余剰生産設備売却による機械及び装置の減少、社債の繰上償還による投資有価証券の減少等に

より、前期末と比較して7,913百万円減少し、34,916百万円となりました。 

 一方、負債につきましては、転換社債の満期償還及び社債の繰上償還等により、前期末と比較して10,438百

万円減少して、20,482百万円となりました。 

 また、純資産は、当四半期純損失を計上したこと等により、前期末と比較して634百万円減少し、45,208百

万円となりました。 

 これらの結果、自己資本比率は68.8％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期におけるキャッシュ・フローは以下の通りであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは 2,834 百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前四半期純

損失678百万円を計上したものの、減価償却費3,805百万円、売上債権の減少額による増加額1,911百万円等

を計上したことによるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、5,600百万円の収入となりました。これは主に投資有価証券の取得に

よる減少額2,806 百万円があったものの、固定資産の売却による収入5,017 百万円、定期預金の解約による収

入3,500百万円等を計上したことによるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、5,370百万円の支出となりました。これは、転換社債の償還によるも

のであります。 

 これらの結果、当第３四半期末における現金及び現金同等物の四半期末残高は前期末と比較して 3,016 百万

円増加し、20,435百万円となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 2007年8月10日の発表に対して、2007年12月期（非連結）業績予想の見直しはありません。 
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４．その他 

会計処理の方法における簡便な方法の採用 

①たな卸資産の評価基準 

  実地たな卸を行わず、中間期末における実地たな卸高を基礎とした帳簿たな卸高によっております。 

②その他影響額が僅少なものについては、一部簡便的な手続きを用いております。 

 

(2) 近事業年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 

 

 

５．（要約）四半期財務諸表 
(1) （要約）四半期貸借対照表 

 
前年同四半期 
（2006年12月期 
 第３四半期） 

当四半期 
（2007年12月期 
第３四半期） 

増 減 
（参考） 

2006年12月期 
科 目 

 
金額 

（百万円） 
構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円）

増減率 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金  29,926 20,435 △9,492 △31.7 20,919

売掛金  9,140 7,435 △1,705 △18.7 9,346

たな卸資産  2,724 2,107 △616 △22.6 2,729

その他  530 965 435 82.1 939

貸倒引当金  － △168 △168 － －

流動資産合計  42,320 52.3 30,774 46.8 △11,546 △27.3 33,933 44.2

Ⅱ 固定資産    

有形固定資産    

建物  11,365 10,775 △590 △5.2 11,205

機械及び装置  11,599 11,093 △507 △4.4 17,214

その他  4,534 4,184 △349 △7.7 4,415

有形固定資産合計  27,499 26,052 △1,447 △5.3 32,834

無形固定資産  644 662 18 2.7 635

投資その他の資産    

投資有価証券  10,110 7,809 △2,300 △22.8 9,044

その他  333 393 59 17.8 316

貸倒引当金  △0 △0 － － △0

投資その他の資産 
合計 

 10,443 8,202 △2,241 △21.5 9,360

固定資産合計  38,585 47.7 34,916 53.2 △3,670 △9.5 42,829 55.8

資産合計  80,906 100.0 65,690 100.0 △15,216 △18.8 76,762 100.0
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前年同四半期 
（2006年12月期 
 第３四半期） 

当四半期 
（2007年12月期 
第３四半期） 

増 減 
（参考） 

2006年12月期 
科 目 

 
金額 

（百万円） 
構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円）

増減率 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

買掛金  5,075 3,769 △1,306 △25.7 4,414

短期借入金  1,119 1,093 △26 △2.4 1,131

一年以内に償還予定

の転換社債 
 5,370 － △5,370 △100.0 5,373

未払金  1,426 960 △466 △32.7 1,487

未払法人税等  25 25 0 1.5 51

賞与引当金  492 300 △192 △39.1 135

修繕引当金  208 26 △182 △87.5 230

その他  1,037 1,079 42 4.0 631

流動負債合計  14,752 18.2 7,252 11.0 △7,500 △50.8 13,452 17.5

Ⅱ 固定負債    

社債  20,180 13,070 △7,110 △35.2 17,340

繰延税金負債  31 34 3 8.3 13

退職給付引当金  72 50 △21 △29.3 86

役員退職慰労引当金  26 26 1 2.1 29

修繕引当金  － 50 50 － －

その他  8 － △8 △100.0 －

固定負債合計  20,316 25.1 13,230 20.2 △7,086 △34.9 17,468 22.8

負債合計  35,068 43.3 20,482 31.2 △14,587 △41.6 30,920 40.3

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

  資本金  27,140 33.5 27,140 41.3 － － 27,140 35.4

資本剰余金  20,218 25.0 20,218 30.8 － － 20,218 26.3

 利益剰余金  △1,566 △1.9 △2,216 △3.4 △650 － △1,535 △2.0

 株主資本合計  45,792 56.6 45,142 68.7 △650 △1.4 45,823 59.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価差額

金 
 46 0.1 49 0.1 4 8.3 19 0.0

  評価・換算差額等合計  46 0.1 49 0.1 4 8.3 19 0.0

Ⅲ 新株予約権  － － 17 0.0 17 － － －

純資産合計  45,838 56.7 45,208 68.8 △630 △1.4 45,842 59.7

負債純資産合計  80,906 100.0 65,690 100.0 △15,216 △18.8 76,762 100.0
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 (2) （要約）四半期損益計算書 

 
前年同四半期 
（2006年12月期 
 第３四半期） 

当四半期 
（2007年12月期 
第３四半期） 

増 減 
（参考） 

2006年12月期 
科 目 

 
金額 

（百万円） 
構成比
（％）

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

金額 
（百万円）

増減率 
（％） 

金額 
（百万円） 

構成比
（％）

Ⅰ 売上高  25,883 100.0 21,175 100.0 △4,708 △18.2 34,423 100.0

Ⅱ 売上原価  27,582 106.6 21,788 102.9 △5,794 △21.0 35,705 103.7

売上総損失   1,700 △6.6 613 △2.9 1,086 － 1,282 △3.7

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

 1,483 5.7 1,277 6.0 △206 △13.9 1,875 5.4

営業損失   3,183 △12.3 1,890 △8.9 1,293 － 3,157 △9.2

Ⅳ 営業外収益    

受取利息  18 35 17 92.6 54

その他  171 109 △61 △35.8 192

営業外収益合計  189 0.7 144 0.7 △44 △23.5 246 0.7

Ⅴ 営業外費用    

支払利息  44 49 5 12.4 61

その他  479 384 △94 △19.6 623

営業外費用合計  522 2.0 433 2.1 △88 △16.9 684 2.0

経常損失  3,516 △13.6 2,179 △10.3 1,337 － 3,595 △10.4

Ⅵ 特別利益    

固定資産売却益  － 1,663 1,663 － 710

その他  841 205 △637 △75.7 251

特別利益合計  841 3.2 1,868 8.8 1,027 122.1 961 2.8

Ⅶ 特別損失  264 1.0 367 1.7 103 39.0 271 0.8

税引前四半期(当
期)純損失 

 2,939 △11.4 678 △3.2 2,260 － 2,905 △8.4

法人税、住民税及
び事業税 

 3 0.0 3 0.0 － － 5 0.0

四半期(当期)純損
失 

 2,942 △11.4 681 △3.2 2,260 － 2,910 △8.5
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(3) （要約）四半期株主資本等変動計算書 

前年同四半期（平成 18 年 12 月期第３四半期） 

株 主 資 本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合  計 

平成 17 年 12 月 31 日残高（百万円） 27,140 20,218 1,375 － 48,734 

第３四半期会計期間中の変動額      

第３四半期純損失   △2,942  △2,942 

自己株式の取得    △0 △0 

自己株式の消却   △0 0 － 

株主資本以外の項目の 

第３四半期会計期間中の変動額（純額）      

第３四半期会計期間中の変動額合計 

（百万円） － － △2,942 － △2,942 

平成 18 年９月 30 日残高（百万円） 27,140 20,218 △1,566 － 45,792 

 

 評価換算差額等 純資産合計 

平成 17 年 12 月 31 日残高（百万円） 9 48,743 

第３四半期会計期間中の変動額   

第３四半期純損失  △2,942 

自己株式の取得  △0 

自己株式の消却  － 

株主資本以外の項目の第３四半期会計期

間中の変動額（純額） 37 37 

第３四半期会計期間中の変動額合計 

（百万円） 37 △2,942 

平成 18 年９月 30 日残高（百万円） 46 45,838 
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当四半期（平成 19 年 12 月期第３四半期） 

株 主 資 本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 
株主資本 

合  計 

平成 18 年 12 月 31 日残高（百万円） 27,140 20,218 △1,535 45,823 

第３四半期会計期間中の変動額     

第３四半期純損失   △681 △681 

株主資本以外の項目の 

第３四半期会計期間中の変動額（純額）     

第３四半期会計期間中の変動額合計 

（百万円） － － － － 

平成 19 年９月 30 日残高（百万円） 27,140 20,218 △2,216 45,142 

 

 評価換算差額等 新株予約権 純資産合計 

平成 18 年 12 月 31 日残高（百万円） 19 － 45,842 

第３四半期会計期間中の変動額    

第３四半期純損失    

株主資本以外の項目の 

第３四半期会計期間中の変動額（純額） 30 17 47 

第３四半期会計期間中の変動額合計 

（百万円） 30 17 47 

平成 19 年９月 30 日残高（百万円） 49 17 45,208 
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（参考）前期（平成 18 年 12 月期） 

株 主 資 本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本 

合  計 

平成 17 年 12 月 31 日残高（百万円） 27,140 20,218 1,375 － 48,734 

事業年度中の変動額      

当期純損失   △2,910  △2,910 

自己株式の取得    △0 △0 

自己株式の消却   △0 0 － 

株主資本以外の項目の事業年度中の 

変動額（純額）     － 

事業年度中の変動額合計（百万円） － － △2,910 － △2,910 

平成 18 年 12 月 31 日残高（百万円） 27,140 20,218 △1,535 － 45,823 

 

 評価換算差額等 純資産合計 

平成 17 年 12 月 31 日残高（百万円） 9 48,743 

事業年度中の変動額   

当期純損失  △2,910 

自己株式の取得  △0 

自己株式の消却  － 

株主資本以外の項目の事業年度中の 

変動額（純額） 10 10 

事業年度中の変動額合計（百万円） 10 △2,900 

平成 18 年 12 月 31 日残高（百万円） 19 45,842 
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(4) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期 

（2006年12月期 
 第３四半期） 

当四半期 
（2007年12月期 
第３四半期） 

（参考） 
（2006年12月期） 

区分  金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前四半期(当期)純損失 △2,939 △678 △2,905 

減価償却費 4,484 3,806 6,001 

株式発行費用 － 17 － 

長期前払費用償却額 11 － 28 

繰延資産償却額 △22 － － 

引当金増加額 489 141 171 

社債償還益 △131 △178 △251 

受取利息及び受取配当金 △18 △38 △67 

支払利息 44 49 61 

為替差損（△差益） △4 10 △4 

たな卸資産評価損 204 101 324 

たな卸資産除売却損 273 212 295 

固定資産除売却損 259 151 259 

固定資産売却益 △705 △1,663 △710 

売上債権の減少額（△増加額） △927 1,911 △1,133 

たな卸資産減少額（△増加額） △595 308 △742 

仕入債務の増加額（△減少額） 1,587 △645 926 

未払金及び未払費用の増加額（△減少額） △713 53 △886 

その他 608 △620 557 

小計 1,905 2,937 1,924 

利息及び配当金の受取額 14 40 37 

利息の支払額 △43 △49 △60 

法人税等の支払額 △138 △94 △138 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,738 2,834 1,763 

Ⅱ 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  － － △3,500 

定期預金の解約による収入  2,000 3,500 2,000 

固定資産の取得による支出  △354 △604 △7,198 

固定資産の売却による収入  1,211 5,017 1,230 

投資有価証券の取得による支出  △723 △2,806 △6,674 

投資有価証券の償還による収入  － 500 － 

その他  19 △7 △0 

投資活動によるキャッシュ・フロー  2,152 5,600 △14,142 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額  703 － 703 

転換社債の償還による支出  △3,752 △5,370 － 

自己株式取得による支出  △0 － △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,049 △5,370 703 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  8 △48 19 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  850 3,016 △11,657 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  29,076 17,419 29,076 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高  29,926 20,435 17,419 

     

 


