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（百万円未満四捨五入）  

１．平成 20 年 12 月期第 3 四半期の業績（平成 20 年 1 月 1日～平成 20 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  ％ 

20 年 12 月期第 3 四半期 12,894  △39.1 △2,700   － △2,824  － △2,517  －

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

19 年 12 月期 27,880 △19.0 △1,902   － △2,201  － △468  －

 

１株当たり四半期 潜在株式調整後 
 １株当たり四半期 

（当期）純利益 （当期）純利益 

円  銭 円  銭 

20 年 12 月期第 3 四半期 △2,557  19 －   －

19 年 12 月期第 3 四半期 △688  48 －   －

19 年 12 月期 △473  01 －   －

 
(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 

20 年 12 月期第 3 四半期 47,067 42,892 90.7 43,782  98

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

19 年 12 月期 59,491 45,347 76.1 45,734  55

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物
 

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円 

20 年 12 月期第 3 四半期 2,106 14 △396 18,120

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

19 年 12 月期 3,953 5,794 △10,600 16,527
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２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第 3 四半期末 

  円   銭
19 年 12 月期第 3 四半期 

－   －  

20 年 12 月期第 3 四半期 －   －  

 
 
３．平成 20 年 12 月期の業績予想（平成 20 年 1月 1 日～平成 20 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） 

 
１株当たり 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
当期純利益 

百万円     ％ 円    銭百万円    ％ 百万円   ％ 百万円   ％  

通     期 16,066  △42.4 △4,830  － △4,730  － △4,438  － △4,485   16

 
 
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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
    業績予想は、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ます。 
  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結果となる可能性があります。 
  業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、４ページ｢３．業績予想に関する定性的情報｣

をご覧下さい。 

2 



ユー・エム・シー・ジャパン㈱（6939）  平成 20 年 12 月期第 3 四半期財務・業績の概況 

 

【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 2008 年第 3 四半期（2008 年 1 月-9 月）の半導体市場は、米国金融危機に端を発した世界的な景気

悪化の影響を受けて、携帯電話やゲーム機などデジタル機器向け半導体の需要が伸びず、苦境に陥

りました。また、市場競争激化による製品価格下落、原材料価格の高騰も依然として収益を圧迫す

る要因となっております。 

 当社におきましても、今回の市況悪化が、顧客である電機メーカー各社を軒並み直撃し、製品需

要が減速したことと、遊休装置売却による生産と売上規模縮小のため、売上高が前年同期比で 39％

減少致しました。 

 また、昨年第３四半期に KING VIRTUE ELECTRON CO.,LTD に対して譲渡しております生産設備の搬

出・復旧費用につきまして、前期末に 197 百万円を見込んでおりましたが、復旧工事を外部委託せ

ずに自前で行い、合理化を推進した結果、当四半期末において総額 115 百万円となり、81 百万円を

削減することができました。なお、削減した 81 百万円は特別利益として計上しております。 

 今後は、昨年から実施している新事業戦略｢トータル・ソリューション・サービス｣（これまでの

半導体受託製造事業を核として、それに付随する設計・組み立て・テストなどの一連の工程をサポ

ートする体制）への移行を進め、新規顧客の開拓や営業活動に積極的に取組んでまいります。 

 さらに、受注の面でも、収益性の高い製品分野（例えば、高周波（RF）、電源管理 IC（PMIC）、LED

ドライバーIC など）への特化を進め、収益確保に向けて努力し、早期の業績改善を目指してまいり

ます。 

 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況 

 当第３四半期末における総資産は 47,067 百万円となり、前期末と比較して 12,424 百万円減少し

ました。これは主に、売上の減少に伴い売掛金が 3,238 百万円減少したこと 及び 社債の繰上償還

によって投資有価証券（自己社債）7,627 百万円も同時に全額償還されたことよるものであります。

 負債は 4,175 百万円となり、前期末と比較して 9,970 百万円減少しました。これは主に社債の繰

上償還等によるものであります。 

 純資産は 42,892 百万円となり、前期末と比較して 2,455 百万円減少しました。これは主に、四半

期純損失を計上したことによるものであります。 

 これらの結果、自己資本比率は 90.7％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期における現金及び現金同等物（以下｢資金｣という）は、前期末に比べ、1,593 百万

円増加し 18,120 百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は、2,106 百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損

失 2,515 百万円を計上したものの、売上債権の減少 3,238 百万円等によるのもであります。 

3 



ユー・エム・シー・ジャパン㈱（6939）  平成 20 年 12 月期第 3 四半期財務・業績の概況 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により得られた資金は、14 百万円となりました。これは主に固定資産の取得による支出

249 百万円があったものの、固定資産の売却による収入 256 百万円等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） 

 財務活動に使用された資金は、396 百万円となりました。これは短期借入金の一部返済による支出

265 百万円、自己株式の取得による支出 131 百万円によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 20 年８月１日の発表に対して、平成 20 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 

(1) 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、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、影響が僅少なものについては、一部簡易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。 
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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 当四半期 
（参考） 

 （2007年12月期 （2008年12月期 増 減 
2007年12月期 

 第３四半期） 第３四半期） 科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比
 

（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

現金及び預金  20,435 18,120 △2,315 △11.3 16,527

売掛金  7,435 3,820 △3,615 △48.6 7,058

たな卸資産  2,107 1,357 △750 △35.6 1,846

その他  965 286 △680 △70.4 344

貸倒引当金  △168 － 168 － －

流動資産合計  30,774 46.8 23,582 50.1 △7,192 △23.4 25,774 43.3

Ⅱ 固定資産    

有形固定資産    

建物  10,775 10,127 △648 △6.0 10,604

機械及び装置  11,093 8,231 △2,862 △25.8 10,360

その他  4,184 4,412 228 5.4 4,142

有形固定資産合計  26,052 22,770 △3,282 △12.6 25,106

無形固定資産  662 388 △274 △41.4 651

投資その他の資産    

投資有価証券  7,809 － △7,809 － 7,627

その他  393 327 △66 △16.7 334

貸倒引当金  △0 △0 － － △0

投資その他の資産 
 8,202 327 △7,875 △96.0 7,961

合計 

固定資産合計  34,916 53.2 23,485 49.9 △11,431 △32.7 33,717 56.7

資産合計  65,690 100.0 47,067 100.0 △18,623 △28.3 59,491 100.0
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前年同四半期 当四半期 
（参考） 

 （2007年12月期 （2008年12月期 増 減 
2007年12月期 

 第３四半期） 第３四半期） 科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比
 

（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

買掛金  3,769 2,127 △1,642 △43.6 3,214

短期借入金  1,093 725 △368 △33.7 1,079

未払金  960 595 △365 △38.0 1,025

未払法人税等  25 21 △4 △14.6 63

賞与引当金  300 125 △175 △58.3 117

修繕引当金  26 122 96 367.3 －

その他  1,079 388 △691 △64.0 674

流動負債合計  7,252 11.0 4,103 8.7 △3,148 △43.4 6,172 10.4

Ⅱ 固定負債    

社債  13,070 － △13,070 － 7,840

繰延税金負債  34 － △34 － －

退職給付引当金  50 46 △5 △10.2 40

役員退職慰労引当

金 
 26 26 － － 26

修繕引当金  50 － △50 － 66

固定負債合計  13,230 20.2 72 0.2 △13,158 △99.5 7,972 13.4

負債合計  20,482 31.2 4,175 8.9 △16,307 △79.6 14,145 23.8
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前年同四半期 当四半期 
（参考） 

 （2007年12月期 （2008年12月期 増 減 
2007年12月期 

 第３四半期） 第３四半期） 科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比
 

（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

  資本金  27,140 41.3 27,140 57.7 － － 27,140 45.6

資本剰余金    

資本準備金  20,218 10,218 △10,000 △49.5 20,218

その他資本剰余金  － 7,940 7,940 － －

資本剰余金合計  20,218 30.8 18,158 38.6 △2,060 △10.2 20,218 34.0

利益剰余金    

利益準備金  57 57 － － 57

その他利益剰余金    

 繰越利益剰余金  △2,273 △2,517 △244 △10.7 △2,060

 利益剰余金合計  △2,216 △3.4 △2,460 △5.2 △244 △11.0 △2,003 △3.4

 自己株式  － － △131 △0.3 △131 － － －

 株主資本合計  45,142 68.7 42,707 90.7 △2,435 △5.4 45,355 76.2

Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価

差額金 
 49 0.1 － － △49 － △99 △0.2

  評価・換算差額等合計  49 0.1 － － △49 － △99 △0.2

Ⅲ 新株予約権  17 0.0 185 0.4 168 1,005.0 90 0.2

純資産合計  45,208 68.8 42,892 91.1 △2,316 △5.1 45,347 76.2

負債純資産合計  65,690 100.0 47,067 100.0 △18,623 △28.3 59,491 100.0
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(2) （要約）四半期損益計算書 

前年同四半期 当四半期 
（参考） 

 増 減 （2007年12月期 （2008年12月期 
2007年12月期 

 第３四半期） 第３四半期） 科 目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比
 

（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％）

Ⅰ 売上高  21,175 100.0 12,894 100.0 △8,281 △39.1 27,880 100.0

Ⅱ 売上原価  21,788 102.9 14,671 113.8 △7,118 △32.7 28,293 101.5

売上総損失   613 △2.9 1,776 △13.8 △1,163 － 413 △1.5

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 

 1,277 6.0 924 7.2 △353 △27.6 1,489 5.3

営業損失   1,890 △8.9 2,700 △20.9 △810 － 1,902 △6.8

Ⅳ 営業外収益    

受取利息  35 47 12 34.0 44

その他  109 200 90 82.0 131

営業外収益合計  144 0.7 246 1.9 102 70.4 175 0.6

Ⅴ 営業外費用    

支払利息  49 24 △26 △51.8 65

その他  384 346 △39 △10.0 409

営業外費用合計  433 2.1 370 2.9 △64 △14.8 474 1.7

経常損失  2,179 △10.3 2,824 △21.9 △644 － 2,201 △7.9

Ⅵ 特別利益    

固定資産売却益  1,663 117 △1,546 △93.0 1,884

その他  205 232 28 13.5 248

特別利益合計  1,868 8.8 349 2.7 △1,518 △81.3 2,132 7.6

Ⅶ 特別損失  367 1.7 40 0.3 △327 △89.1 394 1.4

税引前四半期(当
期)純損失 

 678 △3.2 2,515 △19.5 △1,836 － 463 △1.7

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 

 681 △3.2 2,517 △19.5 △1,836 － 468 △1.7
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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 19 年 12 月第３四半期） 

株 主 資 本 
 

株主資本 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 

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） － － △681 △681 

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   △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） 30 17 47 

第３四半期会計期間中の変動額合計 

（百万円） 30 17 △634 

平成 19 年９月 30 日残高（百万円） 49 17 45,208 
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当四半期（平成 20 年 12 月第３四半期） 

 

株 主 資 本 
 

株主資本 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

合  計 

平成 19 年 12 月 31 日残高（百万円） 27,140 20,218 △2,003 － 45,355 

第３四半期会計期間中の変動額      

欠損補填  △2,060 2,060  － 

第３四半期純損失   △2,517  △2,517 

自己株式の取得    △131 △131 

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） － △2,060 △457 △131 △2,648 

平成 20 年９月 30 日残高（百万円） 27,140 18,158 △2,460 △131 42,707 

 

 評価換算差額等 新株予約権 純資産合計 

平成 19 年 12 月 31 日残高（百万円） △99 90 45,347 

第３四半期会計期間中の変動額    

欠損補填   － 

第３四半期純損失   △2,517 

自己株式の取得   △131 

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） 99 95 194 

第３四半期会計期間中の変動額合計 

（百万円） 99 95 △2,454 

平成 20 年９月 30 日残高（百万円） － 185 42,892 

11 



ユー・エム・シー・ジャパン㈱（6939）  平成 20 年 12 月期第 3 四半期財務・業績の概況 

（参考）前期（平成 19 年 12 月期） 

株 主 資 本 
 

株主資本 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 

合  計 

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

事業年度中の変動額     

当期純損失   △468 △468 

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） － － △468 △468 

平成 19 年 12 月 31 日残高（百万円） 27,140 20,218 △2,003 45,355 

 

 
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 

事業年度中の変動額    

当期純損失   △468 

株主資本以外の項目の事業年度中 

の変動額（純額） △118 90 △28 

事業年度中の変動額合計（百万円） △118 90 △496 

平成 19 年 12 月 31 日残高（百万円） △99 90 45,347 
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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 当四半期 
（参考） 

  （2007年12月期 （2008年12月期 
（2007年12月期） 

第３四半期） 第３四半期） 

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 △678 △2,515 △463 

減価償却費 3,806 2,622 4,783 

株式報酬費用 17 98 90 

引当金増加額（△減少額） 141 69 △230 

社債償還益 △178 △114 △178 

受取利息及び受取配当金 △38 △47 △47 

支払利息 49 24 65 

為替差損（△差益） 10 42 △12 

たな卸資産除売却損 212 40 211 

たな卸資産評価損 101 294 127 

固定資産売却益 △1,663 △117 △1,884 

固定資産除売却損 151 40 178 

新株予約権戻入益 － △3 － 

売上債権の減少額 1,911 3,238 2,288 

たな卸資産減少額 308 155 530 

仕入債務の減少額 △645 △1,087 △1,200 

未払金及び未払費用の増加額（△減少額） 53 △610 △312 

その他 △620 △36 117 

小計 2,937 2,093 4,063 

利息及び配当金の受取額 40 42 49 

利息の支払額 △49 △24 △64 

法人税等の支払額 △94 △5 △94 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,834 2,106 3,953 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の解約による収入  3,500 － 3,500 

固定資産の取得による支出  △604 △249 △631 

固定資産の売却による収入  5,017 256 5,237 

投資有価証券の取得による支出  △2,806 － △2,806 

投資有価証券の償還による収入  500 － 500 

その他  △7 7 △7 

投資活動によるキャッシュ・フロー  5,600 14 5,794 

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  － △265 － 

社債の償還による支出  － － △5,230 

転換社債の償還による支出  △5,370 － △5,370 

自己株式取得による支出  － △131 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △5,370 △396 △10,600 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △48 △131 △40 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  3,016 1,593 △893 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  17,419 16,527 17,419 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高  20,435 18,120 16,527 
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