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１．平成20年５月中間期の連結業績（平成19年12月１日～平成20年５月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月中間期 40,102 11.4 2,635 210.3 2,350 90.9 1,434 294.8

19年５月中間期 36,005 0.9 849 △15.6 1,231 58.5 363 －

19年11月期 74,773 － 2,388 － 2,336 － △137 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年５月中間期 44 89 － －

19年５月中間期 11 37 － －

19年11月期 △4 29 － －

（参考）持分法投資損益 20年５月中間期 －百万円 19年５月中間期 90百万円 19年11月期 147百万円

(2）連結財政状態

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

20年５月中間期 77,209 34,169 44.3 1,068 57

19年５月中間期 77,725 35,003 45.0 1,094 72

19年11月期 76,777 34,060 44.3 1,065 21

          

(3）連結キャッシュ・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

20年５月中間期 2,767 △1,079 522 10,937

19年５月中間期 1,333 △1,636 360 8,985

19年11月期 3,463 △4,143 641 8,835

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年11月期 0 00 4 00 0 00 4 00 8 00

20年11月期 0 00 4 00 － －

20年11月期（予想） － －　 0 00 4 00 8 00

３．平成20年11月期の連結業績予想（平成19年12月１日～平成20年11月30日）

（％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 78,400 4.8 4,000 67.4 3,400 45.5 2,000 － 62 61
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４．その他

(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

新規 0社  除外 0社  

(2）中間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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年５月中間期 31,995,502株 19年５月中間期 31,995,502株 19年11月期 31,995,502株

②　期末自己株式数 20年５月中間期 50,513株 19年５月中間期 50,170株 19年11月期 50,351株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年５月中間期の個別業績（平成19年12月１日～平成20年５月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月中間期 32,547 16.3 1,034 52.8 814 △16.5 947 －

19年５月中間期 27,987 △5.7 677 △32.8 975 35.8 △397 －

19年11月期 58,695 － 1,929 － 1,933 － △2,057 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

20年５月中間期 29 66

19年５月中間期 △12 45

19年11月期 △64 40

(2）個別財政状態

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

20年５月中間期 63,199 28,251 44.7 884 38

19年５月中間期 63,264 30,267 47.8 947 48

19年11月期 61,295 27,721 45.2 867 77

          

２．平成20年11月期の個別業績予想（平成19年12月１日～平成20年11月30日）

（％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 62,000 5.6 2,000 3.6 1,800 △3.4 1,300 － 40 69

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、リスクや不確実性

を含んでおります。

　従いまして、これらの業績予想のみに全面的に依存して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。

実際の業績は、当社グループの事業を取巻く経済情勢、為替レート、株価など様々な要素により、見通しとは異な

る結果となり得ることをご留意ください。なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照くだ

さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　わが国経済は、サブプライムローン問題を主因とするアメリカの景気後退懸念に加え、国内にあっては株式・為替

市場の変動や原油・原材料などの高騰を背景に、景気の下振れリスクが高まりつつあります。

当社グループの主力事業である自動車業界を取り巻く環境は、これまで中国やインドなどいわゆるBRICSと称する新興

国市場が牽引役となって市場の拡大を支えてきましたが、年初来、サブプライム問題やガソリン価格の高騰に伴う景

気の先行き不安から、日米の自動車売上げが急速に落ち込む一方、その悪影響が世界的に波及しかねないなど先行き

不透明感が一層強まってきております。

　この様な中にあって、当社の自動車部門は、これまで大きく業績の足を引っ張っておりましたユーシン・タイラン

ドCO.,LTD.及び有信制造（中山）有限公司の赤字幅が大幅に縮小する一方、グループを挙げての原価低減活動や合理

化努力が実を結び、これに亜鉛価格の沈静化効果も加わり、大幅な業績改善を図ることができました。

　産業機械部門では、国内向け及び北米市場向けは減少しましたが、反面、アジア・欧州向け輸出の好調に支えられ、

依然好調を持続いたしました。また、住宅機器部門も一般流通市場向けの需要は落ち込んでいるものの、大手OEM供給

向けなどが好調で、全体では好調を維持出来ました。

　当中間期における経過と成果は次のとおりであります。

当中間期の連結売上高は、自動車部門及び産業機械部門が共に好調で、前年中間期比11.4％増の401億２百万円となり

ました。連結営業利益は、自動車部門の回復及び産業機械部門の好調により前年中間期に比べて17億８千６百万円増

の26億３千５百万円と大幅増を達成いたしました。

事業の種類別セグメント別の状況

(自動車部門)

　自動車部門の連結売上高は、283億１千５百万円(前年中間期比11.2％増)となりました。国内自動車部門におきま

しては、マツダ、三菱自動車、いすゞ向けが好調で増収となりました。一方海外におきましては、ユーシン・タイラ

ンドCO.,LTD.が32.6％増の大幅増収となりました。

　自動車部門の連結営業利益は、亜鉛価格の沈静化の好影響もありますが、原価低減活動及び合理化の推進により17

億３千８百万円と４千５百万円の赤字からⅤ字回復を果たしました。

(産業機械部門)

　産業機械部門の連結売上高は、102億２千２百万円(前年中間期比12.4％増)となりました。

　農機市場及び建設機械市場共に輸出を中心に順調にマーケットを伸ばしており好調を維持しております。連結営業

利益は、11億２千３百万(前年中間期比45.8％)の増収増益となりました。

(住宅機器部門)

　住宅機器部門の連結売上高は、15億６千４百万円(前年同期比3.5％増)となりました。

　一般流通市場向けの需要の落ち込みをトステム向けなど大手OEM商品などの好調により増収となりました。連結営業

利益は、売上好調と原価低減効果などにより１億１千８百万円(前年同期比26.5％増)となりました。　

所在地別セグメント別の状況

　当中間期の日本国内連結売上高は、324億３千５百万円(内部売上高を除く、前年中間期比14.2％増)、海外売上高

は、ユーシン・タイランドCO.,LTD.は増収となりましたが、ユーシンU.S.A.LTD.の不採算事業の整理による売上減に

より76億６千７百万円(同0.9％増)となりました。

　営業利益は、日本国内で23億６千万円(前年中間期比157.1％増)の増収増益となりました。海外では、４億７千９

百万円(同４億７千７百万円増)の大幅な増益となりました。　

(2）通期の見通し

　現時点における平成20年11月期業績の通期見通しは、売上高は対前連結会計年度比4.8％増の784億円を予定してお

ります。

　自動車部門は、下半期についてはガソリン価格高騰などの影響を受けて自動車メーカーの需要減少が見込まれるも

のの、上半期の好調が大きく寄与し、通期では前会計年度比増収を見込んでおります。産業機械部門は、農機・建機

市場の輸出好調に支えられ前会計年度比増収を計画しています。一方、住宅機器部門については、一般流通市場向け

売上げが低調であるものの、新規量産開始に伴う大手OEM供給が好調に推移する見込みであり、売上高は前連結会計年

度比微増を見込んでおります。

　収益面では、自動車部門において期央以降売上げの増勢鈍化予想から収益も若干伸び悩むと見込まれますが、これ

までのコストダウン効果や合理化効果等により通期では大幅な増益を見込んでおります。また、産業機械・住宅機器

部門にあっては、底堅い収益を持続し、収益安定化の下支え要因として作用するものと考えております。この結果、

通期の営業利益は40億円、経常利益は34億円と対前連結会計年度比大幅な増益を見込んでおります。
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　なお、為替レートは１米ドル=105円、１ユーロ=160円を前提としております。

【連結】

　売上高　　　　　　　　　　 78,400百万円（前期比 4.8％増）　 

　営業利益　　　　　　　　　　4,000百万円（前期比67.4％増）

　経常利益　　　　　　　　　　3,400百万円（前期比45.5％増）

　当期純利益　　　　　　　　　2,000百万円（前期は１億３千７百万円の赤字）

【単体】

　売上高　　　　　　　　　　 62,000百万円（前期比 5.6％増）　 

　営業利益　　　　　　　　　　2,000百万円（前期比 3.6％増）

　経常利益　　　　　　　　　　1,800百万円（前期比 3.4％減）

　当期純利益　　　　　　　　　1,300百万円（前期は20億５千７百万円の赤字）

(3）財政状態に関する分析

１．財政状態の分析　

　当中間連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ４億３千２百万円増加し772億９百万円となりました。

主な増減要因は、現金及び預金等の流動資産が増加する一方で、有形固定資産や投資その他の資産が減少したことで

あります。負債は、前連結会計年度に比べ３億２千２百万円増加し、430億３千９百万円となりました。主な増減要因

は、当中間期において長期借入金が増加したこと等によるものであります。純資産は、中間純利益14億３千４百万円

を計上したことにより前連結会計年度末に比べ１億９百万円増加し、341億６千９百万円となりました。

２．当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況　

　当中間期の連結キャッシュ・フローにつきましては、以下のとおりであります。

営業活動では27億６千７百万円の収入(前中間期は13億３千３百万円の収入)、投資活動では10億７千９百万円の支出

(前中間期は16億３千６百万円の支出)となり、フリー・キャッシュ・フロー（営業活動と投資活動によるキャッシュ・

フローの合計額）は、16億８千８百万円の収入となりました(前中間期は３億３百万円の支出)。

　また財務活動では５億２千２百万円の収入(前中間期は３億６千万円の収入)があり、現金及び現金同等物の期末残

高は、前期末より21億１百万円増加の109億３千７百万円となりました。

(4）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は株主への利益還元を重要な経営課題と位置付けており、経営基盤の強化及び今後の事業展開に資するための

内部留保の充実を図ると共に、業績に応じた配当を継続的に行うことを基本方針としています。この基本方針に則り、

各期の財務状況、期間損益、配当性向等を総合的に勘案して決定してまいります。 

(5）事業等のリスク

１．経済情勢の急激な変化によるリスク

　当社グループは、中国、タイ、マレーシア、ハンガリー、米国など海外生産拠点への依存度を高めておりますが、

これらの市場での経済情勢の急変など不測の事態は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

２．為替変動リスク

　当社の連結売上高に占める海外売上高は19.9％であり、主として海外生産拠点から複数国へ販売されユーロ、米ド

ル、中国元、タイバーツによる取引が増加しております。また、海外拠点の一部では、金融機関からの外貨(主として

米ドルと円)による借入れを行っております。従って現地通貨と円貨との為替変動により連結ベースの業績及び財務状

況に影響を受ける可能性があります。

３．金利変動リスク

　当社は、設備資金及び運転資金を主として金融機関からの借入により調達しております。このため今後金利が上昇

した場合には当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

４．株式保有リスク

　当社は、金融機関や販売先・仕入先の株式のほか持合い株式を保有しており、当中間期末では約11億円の含み益が

ありますが、今後の株式市場の価格変動リスクを負っています。

５．自動車リコール発生リスク

　当社は、国内外の全社を通じて品質安定、改善、安全性の確保に最善の努力を傾注しております。しかし、予測で

きない原因により製品に欠陥が生じ、大規模なリコール等が発生する可能性は皆無ではありません。財務リスクを軽

減するため、リコール保険加入等の対策を講じております。
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２．企業集団の状況
 

　当企業集団は、当社、連結子会社13社と、非連結子会社10社及び関連会社１社で構成され、自動車用部品、産業機

械用部品、ビル・住宅用錠前、その他の製造販売を行っております。

　自動車用部品は、国内外製造子会社及び関連会社が製造し、当社営業部門が販売しております。海外においては、

ユーシンU.S.A.LTD.など米欧、アジア地区の各子会社が製造販売を担当しております。産業機械用部品のうち農業機

械、建設機械用部品は、一部を国内子会社が製造しておりますが、大半は内外のメーカーより調達し当社営業部門が

販売しております。工作機械、医療機械用部品並びに住宅用機器は子会社が製造販売しております。  

　当社グループの事業における当社及び子会社等の位置付けは、概ね以下のとおりであります。

 

海外販売会社 

（子会社） 
有信興業股有限公司② 
有信国際貿易（上海）有限公司① 
有信（香港）有限公司① 

他 

その他の会社 

（子会社） 
㈱ユーシン・コンピュータ・サービス 
㈱ユーシンエンジニアリング① 

＊㈱ユーシントランスポート① 
他 

海外製造販売会社 

（子会社） 
＊ユーシンU.S.A.LTD.① 
＊ユーシン・ヨーロッパLTD.① 
＊有信制造（中山）有限公司① 

有信制造（蘇州）有限公司① 
＊ユーシン・タイランドCO.,LTD.① 
＊オーテック・マレーシアSDN.BHD.① 

（関連会社） 
ジェイ・ユーシンLTD.① 

国内製造会社 

（子会社） 
＊㈱ユーシン広島①②③ 
＊㈱ユーシン東京①②③ 
＊大和精工㈱①② 

国内製造販売会社 

（子会社） 
＊東京測定器材㈱② 
＊㈱ユーシン・ショウワ③ 
＊㈱三和製作所①② 
＊㈱コクユ② 

他 

㈱ユーシン（当社）①② 

得

意

先

各

社 

 （注１） ＊印は、連結子会社を示します。 

製品の流れ 

サービスの流れ 

 （注２） ①、②、③は、事業の種類別セグメントを示します。 

①自動車部門、②産業機械部門、③住宅機器部門他 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　ユーシンは、創業以来81年間、日本自動車産業の近代化の歴史と共に歩んでまいりました。

当社は、自動車部品のみならず、農業機械、建設機械、住宅機器の分野において、安全性・快適性・信頼性・省資源

などの独創的な機能を織込んだ「電子・電装・機構・システム」商品を社会に提供し貢献してゆくことを目指してお

ります。

　当社は、一貫して「企業は人なり」を経営哲学とし、「信頼」に重きを置き、能力・努力・人格に対する信頼にこ

たえる「人」づくりを通して「信頼される企業、社会に認められる企業」となることを目指しております。

　変化の激しさへ対応するために、経営方針として「原点からのグローバルな発想」(Through respect and 

principles, we are global)を掲げております。

　これまで、時代の流れを先取りしてフレキシブルに対応し「年俸制、執行役員制、完全職務給制、確定拠出年金及

びポイント制退職金制度」を実施してまいりましたが、今後は、グローバル化した競争に対応しグローバル・サプラ

イヤーとしての地位を確固たるものにするために、海外を含めたオール・ユーシン・グループの経営資源の有効活用

と収益力並びに経営基盤の強化を図ってまいります。 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、世界の主要市場において、開発・生産・販売の拠点を持つグローバルサプライヤーとして発展す

る道を選択しました。当社グループを持続的な利益ある成長路線に乗せるための当面の目標として、シェア拡大によ

る連結売上高の最大化と連結営業利益率の大幅改善を重視しております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　現在実行中の中期経営計画は、売上面では好調な受注実績を背景に概ね計画どおり推移しておりますが、利益面で

は一時減速した昨年に比べて回復基調にあるものの当初計画に１年遅れの実績となっております。売上面においては、

㈱アンセイとの業務提携解消による当面のドアラッチ売上減少や、ＧＭ、フォードの先行き販売動向の影響など対応

すべき課題はありますが、利益面においては、当面の目標である連結営業利益率５％以上へのＶ字回復を実現し早期

に当初計画の軌道に戻します。

(4）会社の対処すべき課題

　中期経営計画は好調な受注を背景にほぼ予定通り推移しております。収益面では原材料の高騰等の影響により一時

減速しましたが、徐々に価格転嫁が進みつつ回復基調にあります。海外においてはユーシンU.S.A.LTD.が、赤字脱却

と収益構造改革のためＧＭ供給部品の他社への転注促進が進展し黒字化を達成しましたが、更に構造改革を推進して

まいります。

　一方、国内の生産体制見直しの一環として、広島八本松工場の展開に着手し物流の合理化を図るほか、海外のマザー

工場として品質・新工法・管理技術を醸成し海外工場へ移植する計画に取り組み、有機的な連携により名実ともにグ

ローバルサプライヤーに向け取り組んでおります。

　以上のように国内外の売上げ拡大と信頼される商品造りを基調に、中期の目標である連結営業利益率５％以上の確

保に向け邁進してまいります。

(5）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

親会社等 属性
親会社等の議決権

所有割合(％)

親会社等が発行する株券が上場され

ている証券取引所等

 RHJ International SA/NV

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社 

 20.0％
ユーロネクスト・ブリュッセル証券

取引所のユーロリスト市場

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係

　当社は、平成18年４月13日付でRHJ International SA/NVを割当先とする第三者割当増資を実施した結果、同社が

当社の筆頭株主となっております。

　なお、同社保有株式は、名義上ザバンクオブニューヨーク132970保有となっておりますが、当中間連結会計年度

末時点において、上記の株式の実質的所有者はRHJ International SA/NVであることを確認しております。

③　親会社との取引に関する事項

　同社グループとの取引関係はありません。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金 ※2  8,985   11,137   8,835  

２　受取手形及び売掛金   20,368   23,272   21,963  

３　有価証券   8   6   7  

４　たな卸資産   11,760   11,280   11,764  

５　繰延税金資産   863   448   396  

６　その他   1,593   1,312   1,478  

    貸倒引当金   △18   △259   △7  

     流動資産合計   43,560 56.0  47,198 61.1  44,436 57.8

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産
 
 

         

(1）建物及び構築物
※1
※2

4,909   5,309   5,401   

(2）機械装置及び運搬具
※1
※2

9,366   7,937   8,801   

(3）工具・器具及び備品
※1
※2

3,169   2,916   3,327   

(4）土地 ※2 3,436   3,453   3,464   

(5）建設仮勘定  1,644 22,526  1,750 21,366  1,054 22,049  

２　無形固定資産           

(1）ソフトウエア  118   170   106   

(2）その他  191 309  142 312  205 311  

３　投資その他の資産           

(1）投資有価証券  8,262   5,666   7,114   

(2）長期前払費用  879   662   737   

(3）繰延税金資産  457   181   35   

(4）その他  1,855   2,112   2,432   

    貸倒引当金  △298   △204   △297   

    投資損失引当金  － 11,156  △169 8,248  △171 9,851  

     固定資産合計   33,993 43.8  29,927 38.8  32,212 42.0

Ⅲ　繰延資産           

１　株式交付費   147   66   107  

２　社債発行費   23   16   20  

  繰延資産合計   171 0.2  83 0.1  127 0.2

資産合計   77,725 100.0  77,209 100.0  76,777 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛金   7,922   7,766   8,622  

２　短期借入金   8,749   7,855   8,749  

３　１年内償還予定の社債 ※2  3,340   1,040   840  

４　１年内返済予定の長期
借入金

  2,098   2,520   2,147  

５　未払金   7,517   7,510   7,425  

６　未払費用   1,047   1,170   1,187  

７　未払法人税等   318   1,252   177  

８　製品補償引当金   358   172   202  

９　役員賞与引当金   －   21   4  

10　繰延税金負債   17   0   －  

11　その他   430   300   302  

　流動負債合計   31,801 40.9  29,611 38.4  29,659 38.6

Ⅱ　固定負債           

１　社債 ※2  2,380   1,340   2,210  

２　長期借入金   6,344   10,737   9,192  

３　退職給付引当金   961   983   962  

４　役員退職慰労引当金   406   264   279  

５　繰延税金負債   824   102   398  

６　その他   3   －   14  

　固定負債合計   10,920 14.1  13,428 17.3  13,057 17.1

負債合計   42,722 55.0  43,039 55.7  42,716 55.7

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  12,016 15.5 12,016 15.6 12,016 15.6

２　資本剰余金  12,122 15.6 12,122 15.7 12,122 15.7

３　利益剰余金  7,751 9.9 8,429 10.9 7,123 9.4

４　自己株式  △29 △0.0 △30 △0.0 △29 △0.0

　株主資本合計  31,860 41.0 32,538 42.2 31,232 40.7

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額
金

 2,137 2.7 1,090 1.4 1,374 1.8

２　為替換算調整勘定  973 1.3 506 0.7 1,421 1.8

評価・換算差額等合計  3,110 4.0 1,597 2.1 2,796 3.6

Ⅲ　少数株主持分  32 0.0 34 0.0 31 0.0

　　純資産合計  35,003 45.0 34,169 44.3 34,060 44.3

　　負債純資産合計  77,725 100.0 77,209 100.0 76,777 100.0
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   36,005 100.0  40,102 100.0  74,773 100.0

Ⅱ　売上原価   31,661 87.9  33,767 84.2  65,494 87.6

売上総利益   4,344 12.1  6,335 15.8  9,279 12.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  3,495 9.7  3,700 9.2  6,890 9.2

営業利益   849 2.4  2,635 6.6  2,388 3.2

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  27   45   111   

２　受取配当金  42   20   129   

３　持分法による投資利益  90   －   147   

４　為替差益  447   －   68   

５　その他  146 754 2.0 122 189 0.5 231 687 0.9

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  190   283   452   

２　株式交付費償却  40   40   80   

３　為替差損  －   1   －   

４　コミットメントライン手
数料

 －   63   －   

５　その他  142 372 1.0 86 474 1.2 207 739 1.0

経常利益   1,231 3.4  2,350 5.9  2,336 3.1

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益
※2
　

－   46   －   

２　投資有価証券売却益  686   97   1,107   

３　貸倒引当金戻入益  32   15   36   

４　その他　  37 756 2.1 40 200 0.5 106 1,250 1.7

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産売却損・除却損 ※3 24   95   60   

２　減損損失 ※4 45   －   444   

３　投資損失引当金繰入額  －   －   171   

４　投資有価証券評価損  －   30   －   

５　製品補償引当金繰入額  264   －   361   

６　たな卸資産評価減・廃棄
損

※5 768   －   767   

７　その他　　  22 1,125 3.1 56 183 0.5 40 1,846 2.5

税金等調整前中間純利益
又は税金等調整前当期純
利益

  862 2.4  2,367 5.9  1,740 2.3

法人税、住民税及び事業
税

 332   1,232   750   

法人税等調整額  168 501 1.4 △300 931 2.3 1,129 1,879 2.5

少数株主利益(△)又は少
数株主損失

  △2 △0.0  1 0.0  △2 △0.0

中間純利益又は当期純損
失(△)

  363 1.0  1,434 3.6  △137 △0.2
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(3）中間連結株主資本等変動計算書

 前中間連結会計期間（自平成18年12月１日　至平成19年５月31日）　　　　　　　　　　　　　　

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18年11月30日　残高

（百万円）
12,016 12,122 7,516 △29 31,625

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △127  △127

中間純利益   363  363

自己株式の取得・処分    △0 △0

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － 235 △0 235

平成19年５月31日　残高

（百万円）
12,016 12,122 7,751 △29 31,860

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成18年11月30日　残高

（百万円）
2,566 370 2,937 34 34,596

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △127

中間純利益     363

自己株式の取得・処分     △0

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△429 602 173 △2 171

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円） 
△429 602 173 △2 406

平成19年５月31日　残高

（百万円） 
2,137 973 3,110 32 35,003
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 当中間連結会計期間（自平成19年12月１日　至平成20年５月31日）　　　　　　　　　　　　　　

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19年11月30日　残高

（百万円）
12,016 12,122 7,123 △29 31,232

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △127  △127

中間純利益   1,434  1,434

自己株式の取得・処分    △0 △0

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
  1,306 △0 1,306

平成20年５月31日　残高

（百万円）
12,016 12,122 8,429 △30 32,538

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成19年11月30日　残高

（百万円）
1,374 1,421 2,796 31 34,060

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △127

中間純利益     1,434

自己株式の取得・処分     △0

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△283 △915 △1,199 2 △1,196

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円） 
△283 △915 △1,199 2 109

平成20年５月31日　残高

（百万円） 
1,090 506 1,597 34 34,169
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 前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自平成18年12月１日　至平成19年11月30日）　　　　　　　　　　　

　　　

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18年11月30日　残高

（百万円）
12,016 12,122 7,516 △29 31,625

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △255  △255

当期純損失   △137  △137

自己株式の取得・処分    △0 △0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
    －

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
  △392 △0 △393

平成19年11月30日　残高

（百万円）
12,016 12,122 7,123 △29 31,232

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等合
計

平成18年11月30日　残高

（百万円）
2,566 370 2,937 34 34,596

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △255

当期純損失     △137

自己株式の取得・処分     △0

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△1,192 1,051 △140 △2 △143

連結会計年度中の変動額合計

（百万円） 
△1,192 1,051 △140 △2 △536

平成19年11月30日　残高

（百万円） 
1,374 1,421 2,796 31 34,060
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(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記
番号

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

    

税金等調整前中間純利益
又は税金等調整前当期純
利益

 862 2,367 1,740

減価償却費  1,880 1,959 3,759

長期前払費用償却　  － － 262

減損損失  45 － 444

貸倒引当金の増加額（△
は減少額）　

 △16 159 △27

投資損失引当金の増加額
（△は減少額）

 － △2 171

役員賞与引当金の増加額
（△は減少額）　

 △34 16 △30

製品補償引当金の減少額  △786 △29 △942

退職給付引当金の増加額
（△は減少額）

 △19 21 △19

役員退職慰労引当金の増
加額（△は減少額）

 11 △15 △114

受取利息及び受取配当金  △70 △66 △240

支払利息  190 283 452

為替差益  △19 △127 －

持分法による投資利益  △90 － △147

株式交付費償却  40 40 80

社債発行費償却  2 3  

投資有価証券売却益  △686 △97 △1,107

投資有価証券評価損  － 30 －

固定資産売却益　  － △46 －

固定資産売却損・除却損  24 95 60

売上債権の増加額  △292 △1,570 △1,869

たな卸資産の減少額  1,726 193 1,760

仕入債務の増加額
（△は減少額）

 △358 △43 721

未払金の減少額  △2 △157 －

未払消費税等の増加額
（△は減少額）

 34 △62 220

その他  205 116 443

小計  2,646 3,067 5,620
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前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

利息及び配当金の受取額  70 66 276

利息の支払額  △192 △253 △454

法人税等の支払額  △1,189 △112 △1,979

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,333 2,767 3,463

Ⅱ．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

 △3,133 △2,247 △5,061

　有形固定資産の売却によ
る収入

 422 213 342

投資有価証券の取得によ
る支出

 △4 △59 △903

投資有価証券の売却によ
る収入

 1,094 994 1,781

投資有価証券の償還によ
る収入　

 － 100 －

投資その他の資産のその
他の取得による支出　

 － △82 －

無形固定資産の取得によ
る支出　

 － △30 －

貸付けによる支出  △29 △5 △372

貸付金の回収による収入  14 3 373

長期前払費用の支払によ
る支出 

 △6 △4 △606

保険積立金の解約による
収入　

 － 147 248

保険積立金の払い込みに
よる支出　

 － △19 △46

定期預金の払戻による収
入　

 － － 100

その他  5 △88 1

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,636 △1,079 △4,143

㈱ユーシン(6985)平成 20 年 11 月期中間決算短信

－ 14 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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  1,124 △820 1,079

長期借入れによる収入  147 2,800 4,650

長期借入金の返済による
支出

 △894 △662 △2,273

社債の償還による支出  △870 △670 △3,540

社債の発行による収入  1,000 － 1,000

社債発行による支出　  △19 － △19

自己株式の取得による支
出

 △0 △0 △0

配当金の支払額  △127 △124 △255

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 360 522 641

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る
換算差額

 121 △108 69

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加
額

 180 2,101 30

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首
残高

 8,804 8,835 8,804

Ⅶ．現金及び現金同等物の中間
期末（期末）残高

 8,985 10,937 8,835
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１　連結の範囲に関する事項

　連結の範囲に含められている子会

社は次の13社であります。

㈱ユーシン広島、

㈱ユーシン東京、

㈱三和製作所、

東京測定器材㈱、

㈱ユーシン・ショウワ、

㈱ユーシントランスポート

大和精工(株)、

㈱コクユ、 

ユーシンU.S.A.LTD.、

有信制造（中山）有限公司、

オーテック・マレーシアSDN.BHD.、

ユーシン・タイランドCO.,LTD.、

ユーシン・ヨーロッパLTD.

　非連結子会社は有信制造（蘇州）

有限公司他９社で、総資産、売上高、

当中間純損益及び利益剰余金等から

みていずれも小規模であり、全体と

して中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしておりません。

１　連結の範囲に関する事項

　連結の範囲に含められている子会

社は次の13社であります。

㈱ユーシン広島、

㈱ユーシン東京、

㈱三和製作所、

東京測定器材㈱、

㈱ユーシン・ショウワ、

㈱ユーシントランスポート

大和精工(株)、

㈱コクユ、 

ユーシンU.S.A.LTD.、

有信制造（中山）有限公司、

オーテック・マレーシアSDN.BHD.、

ユーシン・タイランドCO.,LTD.、

ユーシン・ヨーロッパLTD.

　非連結子会社は有信制造（蘇州）

有限公司他10社で、総資産、売上高、

当中間純損益及び利益剰余金等から

みていずれも小規模であり、全体と

して中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしておりません。　

１　連結の範囲に関する事項

  連結の範囲に含められている子会

社は次の13社であります。 

 ㈱ユーシン広島、

 ㈱ユーシン東京、

 ㈱三和製作所、

 東京測定器材㈱

 ㈱ユーシン・ショウワ、

 ㈱ユーシントランスポート、

 大和精工㈱、

 ㈱コクユ、

 ユーシンU.S.A.LTD.(ORTECH)、

 有信制造（中山）有限公司、

 オーテック・マレーシアSDN.BHD.、

 ユーシン・タイランドCO.,LTD.、

 ユーシン・ヨーロッパLTD.

　非連結子会社は有信制造（蘇州）有

限公司など９社で、総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金等からみて

いずれも小規模であり、全体として連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしてお

りません。

２　持分法の適用に関する事項

　　持分法を適用した関連会社は次の

１社であります。

　(株)ワイエヌエス 

　　持分法を適用していない非連結子

会社(９社)及び関連会社(１社)につ

いては、いずれも当中間純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性が

ないため、持分法の適用から除外し

ております。

　なお、主要な持分法非適用会社は

有信制造（蘇州）有限公司でありま

す。

２　持分法の適用に関する事項

　　持分法適用の関連会社数

 ０社

　　

　持分法を適用していない非連結子

会社(10社)及び関連会社(１社)につ

いては、いずれも当中間純損益及び

利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性が

ないため、持分法の適用から除外し

ております。

　なお、主要な持分法非適用会社は

有信制造（蘇州）有限公司でありま

す。

２　持分法の適用に関する事項

　　持分法を適用した関連会社は次の

１社であります。

 　(株)ワイエヌエス

 　 持分法を適用していない非連結子

会社(９社)及び関連会社(１社)につ

いては、いずれも当期純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外して

おります。

　なお、主要な持分法非適用会社は

有信制造（蘇州）有限公司でありま

す。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

①　ユーシン・ヨーロッパLTD.の決

算日は９月30日であります。中間

連結財務諸表の作成に当たっては、

３月31日現在で実施した決算に基

づく財務諸表を使用し、中間連結

決算日との間に生じた重要な取引

については連結上必要な調整を行っ

ております。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

①　　　　　　同左

３　連結子会社の決算日等に関する事

項

①  ユーシン・ヨーロッパLTD.の決

算日は９月30日であります。連結

財務諸表の作成に当たっては、９

月30日現在で実施した決算に基づ

く財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引につい

ては連結上必要な調整を行ってお

ります。 

②　有信制造（中山）有限公司の決

算日は12月31日であります。中間

連結財務諸表の作成に当たっては、

平成18年10月１日から平成19年３

月31日までの６ヶ月の仮決算に基

づく財務諸表を使用し、中間連結

決算日との間に生じた重要な取引

については連結上必要な調整を行っ

ております。

②　有信制造（中山）有限公司の決

算日は12月31日であります。中間

連結財務諸表の作成に当たっては、

平成19年10月１日から平成20年３

月31日までの６ヶ月の仮決算に基

づく財務諸表を使用し、中間連結

決算日との間に生じた重要な取引

については連結上必要な調整を行っ

ております。

②  有信制造（中山）有限公司の決

算日は12月31日であります。連結

財務諸表の作成に当たっては、平

成18年10月１日から平成19年９月

30日までの仮決算に基づく財務諸

表を使用し、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結

上必要な調整を行っております。

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

子会社株式及び関連会社株式

  移動平均法による原価法に

よっております。

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

非連結子会社株式及び関連会

社株式

同左

４　会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　　　同左

満期保有目的の債券　

　取得原価によっております。

その他有価証券 

 時価のあるもの

  中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定）によって

おります。  

その他有価証券 

 時価のあるもの

 同左

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定）によっており

ます。

時価のないもの 

  移動平均法による原価法

によっております。 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの

　　同左

②　デリバティブ

時価法を採用しております。

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

　先入先出法による原価法に

よっております。

③　たな卸資産

　たな卸資産の評価は、当社及

び国内連結子会社においては、

先入先出法による原価法によっ

ております。一部の海外連結子

会社においては、先入先出法に

よる低価法によっておりま

す。

　貯蔵品の評価は、最終仕入原

価法によっております。

③　たな卸資産

　先入先出法による原価法に

よっております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

定率法によっております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建

物(建物付属設備を除く)及び工具（金

型）については定額法によっており

ます。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物及び構築物　　　３年～50年

機械装置及び運搬具  ２年～12年

（会計処理の変更）

　有形固定資産の減価償却方法の変更

当中間連結会計期間より法人税法の

改正に伴い、平成19年４月１日以降に

取得する当社及び国内連結子会社の有

形固定資産については、改正法人税法

に規定する減価償却方法により、減価

償却費を計上しております。

　この変更に伴う営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益に与える

影響額は軽微であります。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、軽微であります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

当社及び国内連結子会社は、定率

法によっております。ただし、平成

10年４月１日以降に取得した建物(建

物付属設備を除く)及び工具（金型）

については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物及び構築物　　　３年～50年

機械装置及び運搬具  ２年～12年

ユーシンU.S.A.LTD.は、建物及び構

築物については定額法、その他の有

形固定資産については200％定率法に

よっております。

（追加情報）

当中間連結会計期間より法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した当社及び国内連結子会社の有

形固定資産については、改正前の法人

税法に規定する減価償却方法により、

取得価額の５％に到達した連結会計年

度の翌中間連結会計期間より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間で均等償却する方法によってお

ります。

　これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前中間純利益はそれぞれ

61百万円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、（セグメント情報）に記載してお

ります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建

物(建物付属設備を除く)及び工具

（金型）については定額法によって

おります。 　　

　なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物及び構築物　 　３年～50年

機械装置及び運搬具 ２年～12年

  （会計処理の変更）

　有形固定資産の減価償却方法の変更

　当連結会計年度より法人税法の改正

に伴い、平成19年４月１日以降に取得

する当社及び国内連結子会社の有形固

定資産については、改正法人税法に規

定する減価償却方法により、減価償却

費を計上しております。

　これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

44百万円減少しております。

②　無形固定資産及び長期前払費

用

定額法によっております。ただ

し、ソフトウェア(自社利用分)に

ついては、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法によっ

ております。 

②　無形固定資産及び長期前払費

用

同左

②　無形固定資産及び長期前払費

用

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

(3）繰延資産の処理方法

 ①　株式交付費

　３年で定額法により償却してお

ります。

②　社債発行費 

　社債の償還までの期間にわたり

定額法により償却しております。

　なお、前々連結会計年度以前に

発行した社債にかかる社債発行費

については、毎期均等額（３年）

を償却しております。　　　　　

　　　

(3）繰延資産の処理方法

 ①　株式交付費

同左

 

②　社債発行費 

　社債の償還までの期間にわたり定

額法により償却しております。

　なお、平成17年11月期連結会計年

度以前に発行した社債にかかる社債

発行費については、毎期均等額（３

年）を償却しております。　　　　

　　　　　

(3）繰延資産の処理方法

 ①　株式交付費

同左

 

②　社債発行費 

同左

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

② 投資損失引当金 

－　

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

② 投資損失引当金 

関係会社株式等の価値の減少に

よる損失に備えるため、投資先の

財政状態を勘案し、必要額を計上

しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

② 投資損失引当金 

関係会社株式等の価値の減少に

よる損失に備えるため、投資先の

財政状態を勘案し、必要額を計上

しております。

(追加情報)

　当連結会計年度より、関係会社

株式等の価値の減少による損失に

備えるため、財務健全性の観点か

ら投資損失引当金171百万円を計上

しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生して

いると認められる額を計上してお

ります。

　なお、過去勤務債務については、

その発生連結会計年度における従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定年数（10年）に基づく定額法に

より処理しております。数理計算

上の差異については、その発生連

結会計年度における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）に基づく定額法により、

それぞれ発生の翌連結会計年度よ

り費用処理しております。

　　④　役員賞与引当金 

　役員賞与の支出に備えて、当連

結会計年度における支給見込額の

当中間連結会計期間負担額を計上

しております。

　⑤　製品補償引当金

  製品に係る重要な品質問題の発

生に伴う補償費用の支払に備える

ため、今後必要と見込まれる補償

費用について、その発生予測に基

づいた見積額を計上しております。

③　退職給付引当金

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　　④　役員賞与引当金 

同左

 

 

 

　⑤　製品補償引当金

同左

 

 

 

 

 

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給

付債務の見込額に基づき計上して

おります。

　なお、過去勤務債務については、

その発生連結会計年度における従

業員の平均残存勤務期間以内の一

定年数（10年）に基づく定額法に

より費用処理しております。数理

計算上の差異については、その発

生連結会計年度における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）に基づく定額法により、

それぞれ発生の翌連結会計年度よ

り費用処理しております。

 

 

④　役員賞与引当金 

　役員賞与の支出に備えて、当連

結会計年度における支給見込額に

基づき計上しております。 

 

⑤　製品補償引当金 

同左

　⑥　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく中間期末要支給額を計上して

おります。

（追加情報）

　役員退職慰労引当金は、従来、

支出時の費用として処理しており

ましたが、前連結会計年度下期よ

り役員退職慰労金内規に基づく期

末要支給額を役員退職慰労引当金

として計上する方法に変更いたし

ました。

　従って、前中間連結会計期間は

変更後の方法によった場合に比べ、

税金等調整前中間純損失は420百万

円少なく計上されております。

　⑥　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金内規

に基づく中間期末要支給額を計

上しております。

　⑥　役員退職慰労引当金 

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 (5）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社等の資産及び負債は中間決算日

の直物為替相場により、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めております。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

同左　 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

　外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会

社等の資産及び負債は連結決算日

の直物為替相場により、収益及び

費用は在外子会社等の会計期間に

基づく期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジを採用しておりま

す。

　なお、金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用しており

ます。為替予約取引については、

振当処理の要件を満たしているの

で、振当処理を採用しておりま

す。

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　為替予約取引

ヘッジ対象：借入金利息

外貨建金銭債権債務

③　ヘッジ方針 

　当社は、借入金の金利変動リス

クを回避するために金利スワップ

取引を利用しております。また、

将来の為替レートの変動リスクを

回避するために為替予約取引を利

用しており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため、

有効性の評価を省略しております。

また、為替予約取引については、

ヘッジ対象とヘッジ手段の通貨種

別、行使日、金額等の条件がほぼ

同一であり、相関関係が高いこと

から、有効性の評価を省略してお

ります。 

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用しておりま

す。

 

 

 

 

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金利息

　　　　　　

  

③　ヘッジ方針 

　当社は、借入金の金利変動リス

クを回避するために金利スワップ

取引を利用しており、投機的な取

引は行わない方針であります。

 

 

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため、

有効性の評価を省略しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

  　①　ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジを採用しておりま

す。

　なお、金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用しており

ます。為替予約取引については、

振当処理の要件を満たしているの

で、振当処理を採用しておりま

す。  

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　為替予約取引

ヘッジ対象：借入金利息

外貨建金銭債権債務

　　

③　ヘッジ方針 

　当社は、借入金の金利変動リス

クを回避するために金利スワップ

取引を利用しております。また、

将来の為替レートの変動リスクを

回避するために為替予約取引を利

用しており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

④　ヘッジ有効性評価の方法 

　金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略してお

ります。また、為替予約取引に

ついては、ヘッジ対象とヘッジ

手段の通貨種別、行使日、金額

等の条件がほぼ同一であり、相

関関係が高いことから、有効性

の評価を省略しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式を採用しており

ます。

② 連結納税制度の適用

  連結納税制度を適用しており

ます。

(7）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

 

 

② 連結納税制度の適用

同左 

(7）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

①　消費税等の会計処理

同左

 

 

② 連結納税制度の適用 

同左

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値変動に対して僅少な

リスクしか負わない短期的な投資か

らなります。

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

同左
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

（中間連結損益計算書）

　「株式交付費償却」は、前中間連結会計期間まで「新株

発行費償却」として営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりましたが、営業外費用の総額の100分の10を超え

たため、区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「新株発行費償却」

の金額は40百万円であります。

（中間連結損益計算書）

　「固定資産売却益」は、前中間連結会計期間まで特別利

益の「その他」に含めて表示しておりましたが、特別利益

の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「固定資産売却益」

の金額は０百万円であります。

　

注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間連結会計期間末
（平成20年５月31日）

前連結会計年度末
（平成19年11月30日）

※１　有形固定資産に係る減価償却累計額 ※１　有形固定資産に係る減価償却累計額 ※１　有形固定資産に係る減価償却累計額

     27,224百万円    29,071百万円     28,098百万円 

※２　担保資産及び担保付負債

 工場財団設定分

※２　　　　　　　　－

 

※２　　　　　　　　－

 

建物及び構築物   47百万円

機械装置及び運搬具   31百万円

工具・器具及び備品  0百万円

土地   336百万円

計    415百万円

社債      700百万円

　上記のほか、貨物引取保証のため、定期

預金５百万円(1,400千タイバーツ)を担保に

供しております。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額

荷造運賃

  17百万円

703百万円

給与賞与手当    1,038百万円

退職給付費用   52百万円

減価償却費  159百万円

貸倒引当金繰入額

荷造運賃

給与賞与手当　

  42百万円

  762百万円

  903百万円

役員賞与引当金繰入額      33百万円

退職給付費用     52百万円

減価償却費

支払手数料

 110百万円

 385百万円

荷造運賃 1,564百万円

給与賞与手当

役員賞与引当金繰入額 

    2,166百万円

 4百万円

退職給付費用  85百万円

減価償却費

支払手数料　

  284百万円

  710百万円

※２　　　　　　　　－ ※２　固定資産売益の内訳　 ※２　　　　　　　　－　

工具・器具及び備品    32百万円

機械装置及び運搬具     14百万円

計  46百万円

※３　固定資産売損・除却損の内訳 ※３　固定資産売損・除却損の内訳 　 ※３　固定資産売却損・除却損の内訳

建物及び構築物  0百万円

機械装置及び運搬具   2百万円

工具・器具及び備品   22百万円

計   24百万円

工具・器具及び備品   8百万円

機械装置及び運搬具   87百万円

計  95百万円

建物及び構築物   4百万円

工具・器具及び備品     23百万円

機械装置及び運搬具     31百万円

計     60百万円

※４　減損損失 ※４　　　　　　　　－ ※４　減損損失    　 

  当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

    当連結会計年度において、当社グループは

以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。 

①　減損損失を認識した主な資産   ①　減損損失を認識した主な資産

用途 種類 場所

生産設備 工具・器具及

び備品

広島県安芸郡

生産設備 工具・器具及

び備品

静岡県浜松市

生産設備 建設仮勘定 米国ミズーリ

州

用途 種類 場所

生産設備 工具・器具及

び備品

大阪市住之江

区

生産設備 工具・器具及

び備品

広島県安芸郡

生産設備 工具・器具及

び備品

静岡県浜松市

生産設備 機械装置及び

運搬具

米国ミズーリ

州

②　減損損失の認識に至った経緯  ②　減損損失の認識に至った経緯

  当初想定した収益を見込めなくなったこと

により、減損損失を認識しております。

 　当初想定した収益を見込めなくなったこと

により、減損損失を認識しております。

③　減損損失の金額  ③　減損損失の金額 

 工具・器具及び備品    18百万円

 建設仮勘定    27百万円

 計    45百万円

 機械装置及び運搬具   388百万円

 工具・器具及び備品    56百万円

 計   444百万円

④　資産のグルーピングの方法  ④　資産のグルーピングの方法 

  当社グループは減損会計の適用に当たって、

事業の種類別セグメントを基調とした自動車

部門、産業機械部門、住宅機器部門他に大区

分し、さらに自動車部門は主要な得意先別に

区分しております。

   当社グループは減損会計の適用に当たって、

事業の種類別セグメントを基調とした自動車

部門、産業機械部門、住宅機器部門他に大区

分し、さらに自動車部門は主要な得意先別に

区分しております。

⑤　回収可能価額の算定方法  ⑤　回収可能価額の算定方法 

  当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、他への転用や売却

が困難であることから備忘価額１円としてお

ります。

 　当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、他への転用や売却

が困難であることから備忘価額１円としてお

ります。

※５　たな卸資産評価減・廃棄損 ※５　　　　　　　　－ ※５　たな卸資産評価減・廃棄損

　在庫政策の見直しに伴うたな卸資産の評価

減・廃棄損であります。

　 　在庫政策の見直しに伴うたな卸資産の評価

減・廃棄損であります。　
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自  平成18年12月１日  至  平成19年５月31日）

 

  １. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 31,995,502 － － 31,995,502

合計 31,995,502 － － 31,995,502

自己株式

普通株式 49,730 440 － 50,170

合計 49,730 440 － 50,170

  （注）１. 普通株式の自己株式の株式数の増加440株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

  ２. 配当に関する事項

  （１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年２月28日

定時株主総会
普通株式 127 4 平成18年11月30日 平成19年３月１日

  （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年７月17日

取締役会
普通株式 127 利益剰余金 4 平成19年５月31日 平成19年８月14日
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当中間連結会計期間（自  平成19年12月１日  至  平成20年５月31日）

 

  １. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 31,995,502 － － 31,955,502

合計 31,995,502 － － 31,995,502

自己株式

普通株式 50,351 162 － 50,513

合計 50,351 162 － 50,513

  （注）１. 普通株式の自己株式の株式数の増加162株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

  ２. 配当に関する事項

  （１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成20年２月28日

定時株主総会
普通株式 127 4 平成19年11月30日 平成20年２月29日

  （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年７月17日

取締役会
普通株式 127 利益剰余金 4 平成20年５月31日 平成20年８月14日
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前連結会計年度（自  平成18年12月１日  至  平成19年11月30日）

 

  １. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 31,995,502 － － 31,995,502

合計 31,995,502 － － 31,995,502

自己株式

普通株式 49,730 621 － 50,351

合計 49,730 621 － 50,351

  （注）普通株式の自己株式の株式数の増加621株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

  ２. 配当に関する事項

  （１）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年２月28日

定時株主総会
普通株式 127 4 平成18年11月30日 平成18年３月1日

平成18年７月11日

取締役会
普通株式 127 4  平成19年５月31日 平成19年８月14日 

  （２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年２月28日

定時株主総会
普通株式 127 利益剰余金 4 平成19年11月30日 平成20年２月29日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年５月31日現在） （平成20年５月31日現在） （平成19年11月30日現在）

現金及び預金勘定      8,985百万円

  

現金及び現金同等物      8,985百万円

現金及び預金勘定     11,137百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金　
△200百万円　

現金及び現金同等物     10,937百万円

現金及び預金勘定  8,835百万円

  

現金及び現金同等物   8,835百万円

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

　オペレーティング・リース取引 － オペレーティング・リース取引
未経過リース料
１年内 2百万円
１年超 2百万円
合計 4百万円

 未経過リース料
１年内 2百万円
１年超 0百万円
合計 3百万円

   

㈱ユーシン(6985)平成 20 年 11 月期中間決算短信

－ 28 －



（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成19年５月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 2,888 6,450 3,561

(2）債券    

社債 － － －

その他 275 295 20

合計 3,164 6,746 3,581

　（注）　当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式においては減損処理の対象はありませんでし

た。なお、当該株式等の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落

した場合にはすべて減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考

慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

２．時価評価されていない有価証券

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）子会社及び関連会社株式 1,376

(2）投資信託他 30

合計 1,406

当中間連結会計期間末（平成20年５月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 3,571 5,379 1,807

(2）債券    

社債 － － －

その他 55 43 △11

合計 3,626 5,423 1,796

　（注）　株式等の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはす

べて減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認

められた額について減損処理を行っております。

２．時価評価されていない有価証券

 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）子会社及び関連会社株式 220

(2）その他有価証券 29

合計 220
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前連結会計年度末（平成19年11月30日）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

(1）株式 3,512 5,808 2,295

(2）債券    

社債 155 161 6

その他    

合計 3,667 5,969 2,302

　

 ４．時価評価されていない主な有価証券

 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）子会社及び関連会社株式 1,003

(2）満期保有目的債権 109

(3）その他有価証券 39

合計 1,152
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

　当社グループは金利スワップ契約及び為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため注記の

対象から除いております。

当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

１．取引の内容　

　利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

２．取引に対する取組方針　

　デリバティブ取引は、将来の金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であり

ます。

３．取引の利用目的　

　デリバティブ取引は、金利関連では借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

ヘッジ会計の方法　

　－

ヘッジ手段とヘッジ対象　

ヘッジ手段 … 金利スワップ　

ヘッジ対象 … 借入金利息　

ヘッジ方針　

　金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。　

ヘッジ有効性評価の方法　

　特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。　

４．取引に係るリスクの内容　

　金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。

５．取引に係るリスク管理体制　

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門

が決裁担当者の承認を得て行っております。

前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

１．取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予約取引等、金利関連では金利スワップ取引であります。

２．取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方

針であります。

３．取引の利用目的　

　デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る

目的で、また金利関連では借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用

しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　ヘッジ会計の方法

　　繰延ヘッジ処理によっております。

　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段 … 金利スワップ、為替予約

　ヘッジ対象 … 借入金利息、売掛金

　ヘッジ方針

　　金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

　ヘッジ有効性評価の方法

　　特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。
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４．取引に係るリスクの内容　

　為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しており

ます。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。

５．取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門

が決裁担当者の承認を得て行っております。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　該当事項はありません。

（企業結合等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

　該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

　該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

  

 
自動車部門
（百万円）

産業機械部門

（百万円）

住宅機器部門

他(百万円)

計
（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 25,396 9,097 1,511 36,005 － 36,005

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
546 1 19 567 (567) －

計 25,943 9,099 1,530 36,572 (567) 36,005

営業費用 25,989 8,328 1,436 35,754 (597) 35,156

営業利益又は営業損失（△） △45 770 93 818 30 849

当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

  

 
自動車部門
（百万円）

産業機械部門

（百万円）

住宅機器部門

他(百万円)

計
（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 28,315 10,222 1,564 40,102 － 40,102

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
598 2 39 639 (639) －

計 28,913 10,225 1,603 40,742 (639) 40,102

営業費用 27,175 9,101 1,484 37,762 (294) 37,467

営業利益 1,738 1,123 118 2,980 (344) 2,635
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前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

  

 
自動車部門
（百万円）

産業機械部門

（百万円）

住宅機器部門

他（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 53,083 18,624 3,066 74,773 － 74,773

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,098 2 44 1,145 (1,145) －

計 54,181 18,626 3,111 75,919 (1,145) 74,773

営業費用 53,669 16,968 2,942 73,580 (1,195) 72,385

営業利益 512 1,658 168 2,339 49 2,388

　（注）１．事業区分は、製品の種類別区分によっております。

２．各事業区分の主要製品

(1）自動車部門：　　ステアリングロック、キーセット、キーレスエントリー、ドアーラッチ、ヒーターコン

トロールスイッチ、ドアーハンドル、スイッチ、センサー等

(2）産業機械部門：　農業・建設・工作・通信・医療機械用各種計器類、ハーネス、ケーブルワイヤー、ラン

プ、オペレーター・シート、電気式燃料ポンプ、電気測定器、通信機用器材等

(3）住宅機器部門：  住宅・ホテル・ビル用錠、タッチキー、把手セット、電気錠、ミスター・ホームズ（玄

関ドア錠）等

３．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会期間より法人税法の改

正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した当社及び国内連結子会社の有形固定資産については、改正前の

法人税法に規定する減価償却方法により、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌中間連結会計期間よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間で均等償却する方法によっております。これにより、

従来の方法によった場合に比べて当中間連結会計期間の営業利益は、「自動車部門」が51百万円、「産業機

械部門」が３百万円、「住宅機器部門」が２百万円、「全社」が３百万円それぞれ減少しております。　
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

項目
日本国内
（百万円）

海外 
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 28,405 7,600 36,005 － 36,005

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 1,941 2,526 4,468 (4,468) －

計 30,347 10,127 40,474 (4,468) 36,005

営業費用 29,429 10,125 39,554 (4,398) 35,156

営業利益 918 1 919 (70) 849

当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

項目
日本国内
（百万円）

アジア 
（百万円）

　

海外
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 32,435 2,198 5,468 40,102 － 40,102

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
2,413 3,287 32 5,733 (5,733) －

計 34,849 5,486 5,500 45,836 (5,733) 40,102

営業費用 32,488 5,520 4,987 42,996 (5,528) 37,467

営業利益又は営業損失（△） 2,360 △34 513 2,839 (204) 2,635

前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

項目
日本国内
（百万円）

アジア
（百万円）

海外
（百万円）

　

計
（百万円）

消去又は全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 59,125 3,870 11,777 74,773 － 74,773

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
3,983 5,512 103 9,599 (9,599) －

計 63,108 9,383 11,880 84,373 (9,599) 74,773

営業費用 60,566 10,056 11,349 81,972 (9,587) 72,385

営業利益又は営業損失（△） 2,542 △673 531 2,400 △11 2,388

　１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　２．本邦以外の区分に属する国又は地域の主要な内訳は、次のとおりであります。

　　　　　アジア・・・中国、タイ、マレーシア

　　　　　その他・・・ハンガリー、米国

　３．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連結会計期間より法人税法の改正

　　　に伴い、平成19年３月31日以前に取得した当社及び国内連結子会社の有形固定資産については、改正前の法人税

　　　法に規定する減価償却方法により、取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌中間連結会計期間より、取得価

　　　額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間で均等償却する方法によっております。これにより、従来の方法に

　　　よった場合に比べて当中間連結会計期間の営業利益は、従来の方法による場合と比較して、「日本」が61百万円

　　　減少しております。
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ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19年５月31日）

 
 

北米 ヨーロッパ アジア 合計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 2,550 3,296 1,670 7,517

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 36,005

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合 7.1％ 9.2％ 4.6％ 20.9％

当中間連結会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20年５月31日）

 
 

北米 ヨーロッパ アジア 合計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 1,674 3,876 2,446 7,997

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 40,102

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合 4.2％  9.7％ 6.1％ 19.9％

前連結会計年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

 
 

北米 ヨーロッパ アジア 合計

Ⅰ．海外売上高（百万円） 4,837 7,182 4,049 16,069

Ⅱ．連結売上高（百万円） － － － 74,773

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合 6.5％ 9.6％ 5.4％ 21.5％

　（注１）国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　（注２）各区分に属する国又は地域の内訳は、以下のとおりであります。

北米：米国

ヨーロッパ：ハンガリー国

アジア：中国、タイ、マレーシア

　（注３）海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１株当たり純資産額  1,094円72銭

１株当たり中間純利益

金額
11円37銭

１株当たり純資産額  1,068円57銭

１株当たり中間純利益

金額
44円89銭

１株当たり純資産額 1,065円21銭

１株当たり当期純損失

金額
４円29銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純損失金額については、潜在株式が

なく、かつ１株当たり当期純損失が計

上されているため記載しておりません。

　（注）１株当たり中間純利益又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
前中間連結会計期間

(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前連結会計年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

 中間純利益又は当期純損失

（△） 
（百万円） 363 1,434 △137

 普通株主に帰属しない金額 （百万円） － － －

 普通株式に係る中間純利益又

 は当期純損失（△）
（百万円） 363 1,434 △137

 普通株式に係る期中平均株式数 （千株） 31,945 31,945 31,945
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

－ 　当社は、平成20年３月25日開催の取

締役会において、下記のとおり当社

の連結子会社である㈱ユーシン広島

並びに㈱ユーシン東京及び非連結子

会社である㈱ユーシン・コンピュー

タ・サービス並びに㈱ユーシンエン

ジニアリング（以下、「子会社４社」

という）を吸収合併することを決議

いたしました。　　　　　　

 １　合併の目的

　当社グループ経営の効率化を目的

とし吸収合併することを決議いたし

ました。

 ２　合併の要旨　

 （1）合併の日程

   合併承認取締役会

     平成20年３月25日

   合併契約書承認株主総会     

   本合併は、会社法第796条第３項

　の規定による簡易合併及び会社法

第784条第１項の規定により、当社

及び子会社４社は合併契約書承認株

主総会は開催いたしません。　

 　合併契約書の締結

  　平成20年３月25日

　合併期日

  　平成20年６月１日

　合併登記

  　平成20年６月４日   

 (2）合併の方式

     当社を存続会社とする吸収合 

   併方式で、子会社４社は解散い

   たします。

 (3）合併比率

     当社の100％出資子会社である

　 ため、新株式の発行及び合併交

　 付金の支払はありません。 

 

 

 関連会社株式の売却について

　平成19年11月28日開催の当社取締

役会により、持分法適用関連会社で

ある株式会社ワイエヌエスの全株式

を売却することを決議し、平成19年

12月１日付で日本精機株式会社へ売

却しております。

(1)株式売却の理由

　日本精機株式会社からの依頼によ

　り、売却することといたしまし　

　た。

(2)当該株式の売却先の名称

　日本精機株式会社

(3)売却の時期

　譲渡日：平成19年12月１日

(4)当該関連会社の事業内容及び当

　 社との取引内容

　①主な事業の内容：自動車部品の

　製造及び販売

　②当社との取引内容：当社との取

　引はありません。

(5)売却の内容

　①売却株式数：普通株式1,200株

　②売却金額：870百万円

　③売却益　： 77百万円　　

　④売却後の持株権比率：－％
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前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

－   ３　㈱ユーシン広島の概要 

　商号　 株式会社ユーシン広島

　事業内容

自動車部品、産業機械用

部品、住宅機器の製造・

販売

　設立年月日 　昭和62年６月１日

　本店所在地
広島県安芸郡海田町畝二

町目15番14号

　代表者 　岡部　哉慧　

　資本金 　1,000百万円

　発行済株式数 　4,001株

　純資産 　2,728百万円

　総資産 　11,666百万円

　決算期 　５月31日

　大株主及び

　持株比率

　株式会社ユーシン

　100％

  　　㈱ユーシン東京の概要 

　商号　 株式会社ユーシン東京

　事業内容

自動車部品、産業機械用

部品、住宅機器の製造・

販売

　設立年月日 　昭和62年６月１日

　本店所在地
静岡県浜松市浜北区中瀬

5217番地

　代表者 　飯田　千之　

　資本金 　750百万円

　発行済株式数 　2,001株

　純資産 　87百万円

　総資産 　5,564百万円

　決算期 　５月31日

　大株主及び

　持株比率

　株式会社ユーシン

　100％

                －
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前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

－   　　㈱ユーシン・コンピュータ・サ

　　　ービスの概要 

　商号　
株式会社ユーシン・コン

ピュータ・サービス

　事業内容

コンピュータのソフト

ウェア・システム開発及

び販売

　設立年月日 　平成11年６月１日

　本店所在地
広島県安芸郡海田町畝二

丁目15番14号

　代表者 　田代　昭徳　

　資本金 　10百万円

　発行済株式数 　200株

　純資産 　14百万円

　総資産 　52百万円

　決算期 　５月31日

　大株主及び

　持株比率

　株式会社ユーシン

　100％

  　　㈱ユーシンエンジニアリングの

　　　概要 

　商号　
株式会社ユーシンエンジ

ニアリング

　事業内容
自動車部品用金型の設計

及び製造修理販売

　設立年月日 　平成11年６月１日

　本店所在地
広島県安芸郡海田町畝二

丁目15番14号

　代表者 　井内　正行　

　資本金 　10百万円

　発行済株式数 　200株

　純資産 　39百万円

　総資産 　63百万円

　決算期 　５月31日

　大株主及び

　持株比率

　株式会社ユーシン

　100％

  ４　会計処理の概要

　　本合併は、「企業結合会計基準

　及び事業分離等会計基準」に関す

　適用指針（企業会計基準適用指針

　第10号　平成19年11月15日）に基

　づき、共通支配下の取引として会

　計処理を行います。

                －
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５．中間個別財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末
平成19年５月31日

当中間会計期間末
平成20年５月31日

前事業年度の要約貸借対照表
平成19年11月30日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金  4,446   7,327   5,347   

２　受取手形  1,597   1,877   1,603   

３　売掛金  15,929   17,382   16,513   

４　たな卸資産  2,373   2,748   2,382   

５　短期貸付金  6,426   5,330   5,541   

６　その他 ※３ 2,069   2,504   2,475   

  　貸倒引当金  △18   △309   △46   

流動資産合計   32,823 51.9  36,861 58.3  33,815 55.2

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産
※１
※２

         

(1）建物  326   412   424   

(2）機械装置  173   144   130   

(3）工具器具備
品

 248   187   183   

(4）その他  1,292   1,300   1,293   

　　　計  2,041   2,045   2,031   

２　無形固定資産  130   124   122   

３　投資その他の資
産　

          

(1）投資有価証
券

 6,678   5,353   6,028   

(2）関係会社株
式

 15,983   10,736   10,786   

(3）関係会社出
資金

 －   4,784   4,784   

(4）長期貸付金  3,408   3,517   3,799   

(5）その他  2,322   1,592   1,929   

    貸倒引当金  △297   △203   △296   

    投資損失引当
金

 －   △1,697   △1,835   

　　　計  28,096   24,084   25,198   

固定資産合計   30,268 47.8  26,254 41.6  27,352 44.6

Ⅲ　繰延資産           

１　株式交付費　  147   66   107   

２　社債発行費  23   16   20   

繰延資産合計   171 0.3  83 0.1  127 0.2

資産合計   63,264 100.0  63,199 100.0  61,295 100.0
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前中間会計期間末
平成19年５月31日

当中間会計期間末
平成20年５月31日

前事業年度の要約貸借対照表
平成19年11月30日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形  518   285   208   

２　買掛金  4,763   5,295   5,869   

３　短期借入金  8,806   10,016   10,538   

４　１年内償還予定
社債

※２ 3,340   1,040   840   

５　１年内返済予定
長期借入金

 2,011   2,140   1,772   

６　未払金  3,637   2,843   3,082   

７　未払法人税等  215   1,149   25   

８　未払費用  336   426   397   

９　製品補償引当金  358   172   202   

10　役員賞与引当金  －   13   4   

11　その他  24   28   20   

流動負債合計   24,012 38.0  23,410 37.0  22,962 37.5

Ⅱ　固定負債           

１　社債 ※２ 2,380   1,340   2,210   

２　長期借入金  4,260   8,570   6,557   

３　退職給付引当金  845   854   852   

４　役員退職慰労引
当金

 312   233   249   

５　債務保証損失引
当金 

 209   203   223   

６　繰延税金負債  977   335   519   

固定負債合計   8,984 14.2  11,537 18.3  10,612 17.2

負債合計   32,996 52.2  34,947 55.3  33,574 54.8
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前中間会計期間末
平成19年５月31日

当中間会計期間末
平成20年５月31日

前事業年度の要約貸借対照表
平成19年11月30日

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  12,016 19.0 12,016 19.0 12,016 19.6

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  12,122 12,122 12,122

資本剰余金合
計

 12,122 19.2 12,122 19.2 12,122 19.8

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  400 400 400

(2）その他利益
剰余金

    

研究開発積
立金

 2,800 2,800 2,800

特別償却準
備金

 0 － －

買換資産圧
縮積立金

 48 44 46

別途積立金  1,022 1,022 1,022

繰越利益剰
余金

 △230 △1,193 △2,015

利益剰余金合
計

 4,041 6.3 3,074 4.8 2,254 3.7

４　自己株式  △29 0.0 △30 0.0 △29 △0.0

株主資本合計  28,150 44.5 27,182 43.0 26,362 43.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券
評価差額金

 2,117 3.3 1,068 1.7 1,358 2.1

純資産合計  30,267 47.8 28,251 44.7 27,721 45.2

負債純資産合計  63,264 100.0 63,199 100.0 61,295 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   27,987 100.0  32,547 100.0  58,695 100.0

Ⅱ　売上原価   24,891 88.9  28,978 89.0  52,261 89.0

　　　売上総利益   3,096 11.1  3,568 11.0  6,433 11.0

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  2,418 8.7  2,534 7.8  4,503 7.7

営業利益   677 2.4  1,034 3.2  1,929 3.3

Ⅳ　営業外収益 ※１  503 1.8  221 0.7  431 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  205 0.7  441 1.4  428 0.7

経常利益   975 3.5  814 2.5  1,933 3.3

Ⅵ  特別利益 ※３  686 2.5  987 3.0  1,107 1.9

Ⅶ　特別損失 ※４  1,452 5.3  33 0.1  3,861 6.6

税引前中間純利
益又は税引前当
期純損失(△)

  208 0.7  1,769 5.4  △819 △1.4

法人税、住民税
及び事業税 

 165   842   637   

法人税等調整
額

 441 606 2.1 △21 821 2.5 599 1,237 2.1

中間純利益又は
中間(当期)純損
失(△)

  △397 △1.4  947 2.9  △2,057 △3.5
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年12月１日　至平成19年５月31日）　　　　　　　　　　　　　

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

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合

計研究開発積

立金

特別償却準

備金

買換資産圧

縮積立金
別途積立金

繰越利益剰

余金

平成18年11月30日残高

（百万円）
12,016 12,122 400 2,800 0 50 1,022 293 4,567 △29 28,676

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当        △127 △127  △127

圧縮積立金取崩      △1  1 －  －

特別償却準備金取崩     △0   0 －  －

中間純損失        △397 △397  △397

自己株式の取得・処分          △0 △0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

           

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ － － － △0 △1 － △523 △525 △0 △525

平成19年５月31日残高（百万

円）
12,016 12,122 400 2,800 0 48 1,022 △230 4,041 △29 28,150

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差

額金

平成18年11月30日残高(百万円) 2,541 31,217

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当  △127

圧縮積立金取崩  －

特別償却準備金取崩  －

中間純損失  △397

自己株式の取得・処分  △0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額(純額)
△423 △423

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△423 △949

平成19年５月31日残高(百万円) 2,117 30,267

㈱ユーシン(6985)平成 20 年 11 月期中間決算短信

－ 45 －



当中間会計期間（自平成19年12月１日　至平成20年５月31日）　　　　　　　　　　　　　

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

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合

計研究開発積

立金

買換資産圧

縮積立金
別途積立金

繰越利益剰

余金

平成19年11月30日残高

（百万円）
12,016 12,122 400 2,800 46 1,022 △2,015 2,254 △29 26,362

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当       △127 △127  △127

圧縮積立金取崩     △1  1    

中間純利益       947 947  947

自己株式の取得・処分         △0 △0

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

          

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
    △1  821 819 △0 819

平成20年５月31日残高（百万

円）
12,016 12,122 400 2,800 44 1,022 △1,193 3,074 △30 27,182

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差

額金

平成19年11月30日残高(百万円) 1,358 27,721

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当  △127

圧縮積立金取崩   

特別償却準備金取崩   

中間純利益  947

自己株式の取得・処分  △0

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額(純額)
△289 △289

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△289 530

平成20年５月31日残高(百万円) 1,068 28,251
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前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自平成18年12月１日　至平成19年11月30日）　　　　　　　　　　　　　

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
資本準備

金

利益準備

金

その他利益剰余金

その他利

益剰余金

合計
研究開発

積立金

特別償

却準備

金

買換資

産圧縮

積立金

別途積立

金

繰越利益

剰余金

平成18年11月30日残高

(百万円)
12,016 12,122 400 2,800 0 50 1,022 293 4,167 △29 28,676

事業年度中の変動額

剰余金の配当        △255 △255  △255

圧縮積立金取崩      △3  3 －   

特別償却準備金取崩     △0   0 －   

当期純損失        △2,057 △2,057  △2,057

自己株式の取得・処分          △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)
    △0 △3  △2,308 △2,312 △0 △2,313

平成19年11月30日残高

(百万円)
12,016 12,122 400 2,800 － 46 1,022 △2,015 1,854 △29 26,362

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差

額金

平成18年11月30日残高(百万円) 2,541 31,217

事業年度中の変動額

剰余金の配当  △255

圧縮積立金取崩   

特別償却準備金取崩   

当期純損失  △2,057

自己株式の取得・処分  △0

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）
△1,183 △1,183

事業年度中の変動額合計(百万円) △1,183 △3,496

平成19年11月30日残高(百万円) 1,358 27,721
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券 

①　子会社株式及び関連会社株式 

　移動平均法よる原価法

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券 

①　子会社株式及び関連会社株式 

　移動平均法に基づく原価法に

よっております。

１　資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券 

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

  中間決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定）によっております。  

②　その他有価証券

時価のあるもの

同左

②　その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定）によっております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

時価のないもの

　移動平均法に基づく原価法

によっております。

時価のないもの

　　　同左

(2）デリバティブの評価基準及び

　評価方法 

　　時価法を採用しております。

(3）たな卸資産 

製品、商品、貯蔵品

　先入先出法に基づく原価法に

よっております。 

(2）デリバティブの評価基準及び

　評価方法 

同左

(3）たな卸資産 

同左

(2）デリバティブの評価基準及び

　評価方法 

同左

(3）たな卸資産 

同左

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法によっております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建

物(建物付属設備を除く)及び工具

(金型）については定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物及び構築物　　　３年～50年

機械装置及び運搬具  ２年～12年 

（会計処理の変更）

　有形固定資産の減価償却方法の変更

当中間会計期間より法人税法の改

正に伴い、平成19年４月１日以降に

取得する有形固定資産については、

改正法人税法に規定する減価償却方

法により、減価償却費を計上してお

ります。

  この変更に伴う営業利益、経常利

益及び税引前中間純損失に与える影

響額は軽微であります。 

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法によっております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建

物(建物付属設備を除く)及び工具

(金型）については定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物及び構築物　　　３年～50年

機械装置及び運搬具  ２年～12年 

（追加情報）　

当中間会計期間より法人税法の改

正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した有形固定資産については、

改正前の法人税法に規定する減価償

却方法により、取得価額の５％に到

達した会計年度の翌中間会計期間よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間で均等償却する

方法によっております。

  この変更に伴う営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益に与える影

響額は軽微であります。 

２　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法によっております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建

物(建物付属設備を除く)及び工具(金

型）については定額法によっており

ます。

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。

建物及び構築物　　　３年～50年

機械装置及び運搬具  ２年～12年 

（会計処理の変更）

　有形固定資産の減価償却方法の変更

当事業年度より法人税法の改正に

伴い、平成19年４月１日以降に取得

する有形固定資産については、改正

法人税法に規定する減価償却方法に

より、減価償却費を計上しておりま

す。

この変更に伴う営業利益、経常利益

及び税引前当期純損失に与える影響

額は軽微であります。 
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前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

(2）無形固定資産

　定額法によっております。ただ

し、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

(3）長期前払費用

 定額法によっております。

(2）無形固定資産

　　　　　 同左

 

 

 

　 

(3）長期前払費用

 　　　　同左　

(2）無形固定資産

　　　　　 同左

 

 

 

　 

(3）長期前払費用  

 　　　　同左　

３　繰延資産の処理方法

(1) 株式交付費

３年で定額法により償却しており

ます。

(2) 社債発行費 

社債の償還までの期間にわたり定

額法により償却しております。

なお、前々事業年度以前に発行した

社債に係る社債発行費については、

毎期均等額(３年)を償却しておりま

す。

３　繰延資産の処理方法

(1) 株式交付費

          同左

 

(2) 社債発行費 

社債の償還までの期間にわたり定

額法により償却しております。

なお、第105期事業年度以前に発行

した社債に係る社債発行費について

は、毎期均等額(３年)を償却してお

ります。

３　繰延資産の処理方法 

 (1) 株式交付費

          同左

 

 (2) 社債発行費

　　　　 同左

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

 　　　　同左　

４　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

 　　　　同左　

(2）　　　　　－ (2）投資損失引当金

関係会社株式等の価値の減少に

よる損失に備えるため、投資先の

財政状態を勘案し、必要額を計上

しております。

(2）投資損失引当金

関係会社株式等の価値の減少に

よる損失に備えるため、投資先の

財政状態を勘案し、必要額を計上

しております。

（追加情報）

当事業年度より、関係会社株式等

の価値の減少による損失に備える

ため、財務健全性の観点から投資

損失引当金1,835百万円を計上して

おります。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当中間会計期間

末において発生していると認められ

る額を計上しております。

なお、過去勤務債務については、

その発生事業年度における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定年数

（10年）に基づく定額法によってお

ります。数理計算上の差異について

は、その発生事業年度における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）に基づく定額法により、

それぞれ発生の翌事業年度より費用

処理しております。 

(3）退職給付引当金

 　　　　同左　

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づきを計上してお

ります。

なお、過去勤務債務については、

その発生事業年度における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定年数

（10年）に基づく定額法により費用

処理しております。数理計算上の差

異については、その発生事業年度に

おける従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）に基づく定

額法により、それぞれ発生の翌事業

年度より費用処理しております。
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前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

(4）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。なお、当事業年度において

役員賞与の支給が見込まれており

ませんので、当中間会計期間には

計上しておりません。

(4）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額の当中

間会計期間負担額を計上しており

ます。

(4）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事

業年度における支給見込額に基づ

き計上しております。

(5）製品補償引当金

製品に係る重要な品質問題の発生

に伴う補償費用の支払に備えるため、

今後必要と見込まれる補償費用につ

いて、その発生予測に基づいた見積

額を計上しております。

(5）製品補償引当金

同左

(5）製品補償引当金 

同左

 (6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく中間期末要支給額を計上して

おります。

（追加情報）

　役員退職慰労引当金は、従来、

支出時の費用として処理しており

ましたが、前事業年度下期より役

員退職慰労金内規に基づく期末要

支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更いたしまし

た。

　従って、前中間会計期間は変更

後の方法によった場合に比べ、税

引前中間純利益は332百万円少なく

計上されております。 

 (6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく中間期末要支給額を計上して

おります。 

 (6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

づく期末要支給額を計上しており

ます。

 (7) 債務保証損失引当金

関係会社への債務保証に係る損

失に備えるため、被保証先の財政

状態等を勘案し、損失負担見込額

を計上しております。 

 (7) 債務保証損失引当金

          同左

 (7) 債務保証損失引当金

同左

㈱ユーシン(6985)平成 20 年 11 月期中間決算短信

－ 50 －



前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

５　ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジを採用しておりま

す。

　なお、金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用しており

ます。為替予約取引については、

振当処理の要件を満たしているの

で、振当処理を採用しております。

５　ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしておりますの

で、特例処理を採用しております。

５　ヘッジ会計の方法

 (1)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジを採用しておりま

す。

　なお、金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用しており

ます。為替予約取引については、

振当処理の要件を満たしているの

で、振当処理を採用しております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　　為替予約取引

ヘッジ対象：借入金利息

　　　　　　　外貨建金銭債権

　　　　　　　債務

(3)ヘッジ方針

当社は、借入金の金利変動リス

クを回避するために金利スワップ

取引を利用しております。また、

将来の為替レートの変動リスクを

回避するために為替予約取引を利

用しており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため、

有効性の評価を省略しております。

また、為替予約取引については、

ヘッジ対象とヘッジ手段の通貨種

別、行使日、金額等の条件がほぼ

同一であり、相関関係が高いこと

から、有効性の評価を省略してお

ります。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

　ヘッジ対象：借入金利息

　　　　　 　

 

 

(3)ヘッジ方針

当社は、借入金の金利変動リス

クを回避するために金利スワップ

取引を利用しており、投機的な取

引は行わない方針であります。 

 

 

(4)ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため、

有効性の評価を省略しております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　　為替予約取引

ヘッジ対象：借入金利息

　　　　　　　外貨建金銭債権

　　　　　　　債務

(3)ヘッジ方針

当社は、借入金の金利変動リス

クを回避するために金利スワップ

取引を利用しております。また、

将来の為替レートの変動リスクを

回避するために為替予約取引を利

用しており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため、

有効性の評価を省略しております。

また、為替予約取引については、

ヘッジ対象とヘッジ手段の通貨種

別、行使日、金額等の条件がほぼ

同一であり、相関関係が高いこと

から、有効性の評価を省略してお

ります。

６　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、

税抜方式を採用しております。

６　その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

同左

６　その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

同左

(2）連結納税制度の適用

　連結納税制度を適用しておりま

す。

 (2）連結納税制度の適用

同左

 (2）連結納税制度の適用

同左
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成19年５月31日）

当中間会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度末
（平成19年11月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      

※１　有形固定資産の減価償却累計額

      1,884百万円       2,019百万円       1,969百万円

※２　担保資産 ※２　　　　　　　　－ ※２　　　　　　　　－　

工場財団設定分  

建物   23百万円

機械装置  2百万円

土地    336百万円

計    361百万円

上記の担保資産に対する債務 　　　　　　　－ 　　　　　　　－

社債    700百万円

偶発債務

(1)㈱ユーシン広島の信託銀行への一括支払信

託債務に対する連帯保証 

偶発債務

(1)㈱ユーシン広島の信託銀行への一括支払信

託債務に対する連帯保証 

偶発債務

(1)㈱ユーシン広島の信託銀行への一括支払信

託債務に対する連帯保証 

      2,688百万円   2,907百万円     2,834百万円

(2)㈱ユーシン東京の信託銀行への一括支払信

託債務に対する連帯保証

(2)㈱ユーシン広島の銀行借入に対する連帯保

証

(2)㈱ユーシン広島の銀行借入に対する連帯保

証

      1,490百万円       1,232百万円       1,305百万円

(3）ユーシンU.S.A.LTD.の銀行借入に対する

債務保証

(3)㈱ユーシン東京の信託銀行への一括支払信

託債務に対する連帯保証

(3)㈱ユーシン東京の信託銀行への一括支払信

託債務に対する連帯保証

      1,773百万円

 （14,575千米国ドル）

  1,414百万円   1,437百万円

(4)㈱ユーシン・ショウワの銀行借入に対する

債務保証

(4)㈱ユーシン・ショウワの銀行借入に対する

連帯保証

(4)㈱ユーシン・ショウワの銀行借入に対する

連帯保証

    104百万円       81百万円  92百万円

(6）ユーシン・タイランドCO.,LTD.の銀行借

入等に対する保証

(6）有信制造（中山）有限公司の銀行借入に

対する債務保証

(5)有信制造（中山）有限公司の銀行借入に対

する債務保証

    420百万円

 （ 1,400千タイバーツ他）

      283百万円

 （ 2,680千米国ドル）

 384百万円

 （3,490千米国ドル）

(7）ユーシン・ヨーロッパLTD.へのハンガリー

政府助成金等に係る債務保証

(7)ユーシンU.S.A.LTD.の銀行借入に対する債

務保証

(6)ユーシンU.S.A.LTD.の銀行借入に対する債

務保証

    268百万円

 （400,000千フォリント）

      1,409百万円

 （13,325千米国ドル）

 1,535百万円

 （13,950千米国ドル）

(8)有信制造（中山）有限公司の銀行借入に対

する債務保証

(8)ユーシン・タイランドCO.,LTD.の銀行借入

等に対する債務保証

(7)ユーシン・タイランドCO.,LTD.の銀行借入

等に対する債務保証

    523百万円

 （ 4,300千米国ドル）

      304百万円

 （1,400千タイバーツ他）

   365百万円

 （1,400千タイバーツ他）

(8)ユーシン・ヨーロッパLTD.へのハンガリー

政府助成金等に係る債務保証

       66百万円

 （100,000千フォリント）

※３　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう

え、流動資産のその他に含めて表示しており

ます。

※３　消費税等の取扱い

　               同左

　　　　　　　　　　－
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの

受取利息配当金

為替差益

125百万円

  320百万円

受取利息配当金    147百万円 受取利息配当金       316百万円

※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの

支払利息    104百万円 支払利息

為替差損

      166百万円

      146百万円

支払利息

為替差損

      245百万円

      22百万円

※３　特別利益のうち主なもの

       投資有価証券売却益       686百万円

※３　特別利益のうち主なもの

 投資有価証券売却益       　20百万円

       関係会社株式売却益        810百万円

※３　特別利益のうち主なもの

 投資有価証券売却益      1,107百万円

※４　特別損失のうち主なもの

関係会社株式評価損

製品補償引当金繰入額

 1,098百万円

   264百万円

※４　特別損失のうち主なもの

投資有価証券評価損       30百万円

※４　特別損失のうち主なもの

投資損失引当金繰入額

関係会社株式評価損

製品補償引当金繰入額

 1,835百万円

 1,510百万円

 361百万円

減価償却実施額 減価償却実施額 減価償却実施額

有形固定資産  250百万円

無形固定資産  4百万円

計 254百万円

有形固定資産     222百万円

無形固定資産   5百万円

計    228百万円

有形固定資産     491百万円

無形固定資産   9百万円

計      501百万円

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自  平成18年12月１日  至  平成19年５月31日）

 

   自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 49,730 440 － 50,170

合計 49,730 440 － 50,170

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加440株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

当中間会計期間（自  平成19年12月１日  至  平成20年５月31日）

 

   自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 50,351 162 － 50,513

合計 50,351 162 － 50,513

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加162株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

前事業年度（自  平成18年12月１日  至  平成19年11月30日）

 

   自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式 49,730 621 － 50,351

合計 49,730 621 － 50,351

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加621株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１．オペレーティング・リース取引
未経過リース料

               －
 

１．オペレーティング・リース取引
未経過リース料

１年内 2百万円
１年超 2百万円

合計 4百万円

１年内 2百万円
１年超 0百万円

合計 3百万円

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成19年５月31日）

区分
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

関連会社株式 115 139 23

合計 115 139 23

当中間会計期間末（平成20年５月31日）

区分
中間貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

関連会社株式 125 157 32

合計 125 157 32

前事業年度末（平成19年11月30日）

区分
貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

関連会社株式 115 179 64

合計 115 179 64

（１株当たり情報）

　      中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

－ 　当社は、平成20年３月25日開催の取

締役会において、下記のとおり当社

の連結子会社である㈱ユーシン広島

並びに㈱ユーシン東京及び非連結子

会社である㈱ユーシン・コンピュー

タ・サービス並びに㈱ユーシンエン

ジニアリング（以下、「子会社４社」

という）を吸収合併することを決議

いたしました。　　　　　　

 １　合併の目的

　当社グループ経営の効率化を目的

とし吸収合併することを決議いたし

ました。

 ２　合併の要旨　

 （1）合併の日程

   合併承認取締役会

     平成20年３月25日

   合併契約書承認株主総会     

   本合併は、会社法第796条第３項

　の規定による簡易合併及び会社法

第784条第１項の規定により、当社

及び子会社４社は合併契約書承認株

主総会は開催いたしません。　

 　合併契約書の締結

  　平成20年３月25日

　合併期日

  　平成20年６月１日

　合併登記

  　平成20年６月４日   

 (2）合併の方式

     当社を存続会社とする吸収合 

   併方式で、子会社４社は解散い

   たします。

 (3）合併比率

     当社の100％出資子会社である

　 ため、新株式の発行及び合併交

　 付金の支払はありません。 

 

 関連会社株式の売却について

　平成19年11月28日開催の当社取締

役会により、持分法適用関連会社で

ある株式会社ワイエヌエスの全株式

を売却することを決議し、平成19年

12月１日付で日本精機株式会社へ売

却しております。

(1)株式売却の理由

　日本精機株式会社からの依頼によ

　り、売却することといたしまし　

　た。

(2)当該株式の売却先の名称

　日本精機株式会社

(3)売却の時期

　譲渡日：平成19年12月１日

(4)当該関連会社の事業内容及び当

　 社との取引内容

　①主な事業の内容：自動車部品の

　製造及び販売

　②当社との取引内容：当社との取

　引はありません。

(5)売却の内容

　①売却株式数：普通株式1,200株

　②売却金額：870百万円

　③売却益　：810百万円　　

　④売却後の持株権比率：－％
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前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

－   ３　㈱ユーシン広島の概要 

　商号　 株式会社ユーシン広島

　事業内容

自動車部品、産業機械用

部品、住宅機器の製造・

販売

　設立年月日 　昭和62年６月１日

　本店所在地
広島県安芸郡海田町畝二

町目15番14号

　代表者 　岡部　哉慧　

　資本金 　1,000百万円

　発行済株式数 　4,001株

　純資産 　2,728百万円

　総資産 　11,666百万円

　決算期 　５月31日

　大株主及び

　持株比率

　株式会社ユーシン

　100％

  　　㈱ユーシン東京の概要 

　商号　 株式会社ユーシン東京

　事業内容

自動車部品、産業機械用

部品、住宅機器の製造・

販売

　設立年月日 　昭和62年６月１日

　本店所在地
静岡県浜松市浜北区中瀬

5217番地

　代表者 　飯田　千之　

　資本金 　750百万円

　発行済株式数 　2,001株

　純資産 　87百万円

　総資産 　5,564百万円

　決算期 　５月31日

　大株主及び

　持株比率

　株式会社ユーシン

　100％

                －
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前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

－   　　㈱ユーシン・コンピュータ・サ

　　　ービスの概要 

　商号　
株式会社ユーシン・コン

ピュータ・サービス

　事業内容

コンピュータのソフト

ウェア・システム開発及

び販売

　設立年月日 　平成11年６月１日

　本店所在地
広島県安芸郡海田町畝二

丁目15番14号

　代表者 　田代　昭徳　

　資本金 　10百万円

　発行済株式数 　200株

　純資産 　14百万円

　総資産 　52百万円

　決算期 　５月31日

　大株主及び

　持株比率

　株式会社ユーシン

　100％

  　　㈱ユーシンエンジニアリングの

　　　概要 

　商号　
株式会社ユーシンエンジ

ニアリング

　事業内容
自動車部品用金型の設計

及び製造修理販売

　設立年月日 　平成11年６月１日

　本店所在地
広島県安芸郡海田町畝二

丁目15番14号

　代表者 　井内　正行　

　資本金 　10百万円

　発行済株式数 　200株

　純資産 　39百万円

　総資産 　63百万円

　決算期 　５月31日

　大株主及び

　持株比率

　株式会社ユーシン

　100％

  ４　会計処理の概要

　　本合併は、「企業結合会計基準

　及び事業分離等会計基準」に関す

　る適用指針（企業会計基準適用指

　針第10号　平成19年11月15日）に

　基づき、共通支配下の取引として

　会計処理を行います。

                －
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