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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

21年12月期第2四半期 2,648 ― △3,311 ― △3,177 ― △12,740 ―

20年12月期第2四半期 8,788 △36.6 △1,783 ― △1,907 ― △1,594 ―

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

21年12月期第2四半期 △13,554.02 ―

20年12月期第2四半期 △1,610.96 ―

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

21年12月期第2四半期 30,216 27,998 92.0 29,580.72
20年12月期 43,802 40,744 92.6 43,072.97

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  27,801百万円 20年12月期  40,553百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21年12月期 0.00 0.00

21年12月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 7,292 △53.5 △5,532 ― △5,404 ― △14,970 ― △15,927.47
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

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

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 989,544株 20年12月期  989,544株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  49,696株 20年12月期  48,043株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第2四半期 939,959株 20年12月期第2四半期 989,544株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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だ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。 
２．当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計 
  基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第２四半期累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日）の我が国経済は、昨年から続く景気悪
化の影響により、個人消費が低迷し、企業収益が大幅に減少するなど、非常に厳しい状況となりました。 
半導体市場においても、景気悪化の影響は著しく、大手半導体メーカーが経営破綻するなど、過去に例

がない規模での不況となりました。これにより、半導体各社は、生産調整や設備投資の抑制など、様々な
対応を迫られました。 
当社では、平成21年７月９日付「平成21年12月期第２四半期累計期間及び通期業績予想の修正並びに減

損損失（特別損失）の計上に関するお知らせ」で公表しておりますとおり、第２四半期累計期間におきま
しては、営業活動強化による受注増加とコスト削減の成果が表れ、売上高、営業利益、経常利益ともに、
当初の業績予想（平成21年２月20日付「平成20年12月期決算短信（非連結）」で公表した予想）よりも改
善することができました。具体的には、売上高は2,648百万円で603百万円の増加（29.5％増加）、営業利
益は△3,311百万円で1,017百万円の増加（23.5％増加）、経常利益は△3,177百万円で1,138百万円の増加
（26.4％増加）となりました。一方、当四半期純利益は固定資産の減損処理に伴う特別損失を9,593百万
円計上したことから、△12,740百万円となり、8,511百万円の減少となりました。 
 前年同期（平成20年中間期）の業績と比較致しますと、景気悪化の影響で、消費低迷が進み、顧客の生
産調整などにより、昨年よりも受注が大幅に減少しておりますので、前年同期よりも売上高は6,140百万
円の減少、営業利益は1,528百万円の減少、経常利益は1,270百万円の減少となっております。 
 当四半期純利益につきましては、固定資産の減損処理により、前年同期よりも11,146百万円減少してお
ります。 
今後は引き続き、営業活動の強化による受注確保と、コスト管理の徹底、顧客満足度向上のための品質

の維持・向上、サイクルタイム（開発～量産に要する期間）の短縮、歩留り（良品生産率）の向上に取り
組み、早期の黒字化に向けて努力してまいります。 

  

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

（総資産） 
当第２四半期会計期間末の総資産につきましては、前期末に比べて13,586百万円減少し、30,216百

万円となりました。これは主に、固定資産の減損処理に伴い減少したこと等によるものであります。 
  
（負債） 

当第２四半期会計期間末の負債につきましては、前期末と比べて839百万円減少し、2,218百万円と
なりました。これは主に、買掛金が542百万円減少したこと等によるものであります。 

  
（純資産） 

当第２四半期会計期間末の純資産につきましては、前期末と比べて12,746百万円減少し、27,998百
万円となりました。これは主に、四半期純損失12,740百万円を計上したこと等によるものでありま
す。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、15,791百万円と
なり前事業年度末と比べ862百万円の減少となりました。その内訳は次の通りであります。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は、450百万円となりました。これは
主に減損損失が9,593百万円、売上債権の減少が1,583百万円、減価償却費が1,560百万円となったも
のの、税引前四半期純損失が12,738百万円、仕入債務の減少が543百万円計上されたこと等によるも
のであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は40百万円となりました。これは主
に、長期預け金の預入による支出が35百万円計上されたこと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） 

当第２四半期累計期間において財務活動の結果使用した資金は218百万円となりました。これは、
有利子負債削減を目的とした短期借入金の返済による支出が201百万円計上されたこと等によるもの
であります。 

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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平成21年12月期の業績予想につきましては、固定資産の減損による特別損失の計上と、今後の経営環境
を勘案した結果、見直しを行うこととなり、平成21年２月20日付「平成20年12月期決算短信（非連結）」
にて公表いたしました業績予想を修正しております。詳細は、平成21年７月９日付「平成21年12月期第２
四半期累計期間及び通期業績予想の修正並びに減損損失（特別損失）の計上に関するお知らせ」をご参照
下さい。 

  

該当事項はありません。 
  

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務
諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②「リース取引に関する会計基準」等の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日
（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平
成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用する
ことができることになったことに伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の
売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー
ス資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用し
ております。 
これによる、第２四半期累計期間の四半期財務諸表に与える影響は軽微であります。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,791 16,653

売掛金 1,873 3,456

製品 80 254

原材料 13 29

仕掛品 374 55

貯蔵品 576 623

その他 229 380

貸倒引当金 △261 △287

流動資産合計 18,673 21,163

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,319 11,019

機械装置及び運搬具（純額） 3,875 7,607

その他（純額） 1,799 3,307

有形固定資産合計 10,992 21,932

無形固定資産 193 380

投資その他の資産   

長期預け金 35 －

その他 322 327

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 357 327

固定資産合計 11,543 22,639

資産合計 30,216 43,802

負債の部   

流動負債   

買掛金 952 1,494

短期借入金 192 363

未払法人税等 40 38

賞与引当金 104 48

修繕引当金 － 155

受注損失引当金 15 －

その他 735 884

流動負債合計 2,039 2,982

固定負債   

退職給付引当金 102 49

役員退職慰労引当金 26 26

修繕引当金 39 －

その他 11 －

固定負債合計 179 75

負債合計 2,218 3,057

1

ユー・エム・シー・ジャパン㈱ （6939）　平成21年12月期第2四半期決算短信（非連結）

5

J31806
長方形



（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 27,140 27,140

資本剰余金 13,747 18,158

利益剰余金 △12,683 △4,354

自己株式 △403 △391

株主資本合計 27,801 40,553

新株予約権 196 191

純資産合計 27,998 40,744

負債純資産合計 30,216 43,802

2
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,648

売上原価 5,508

売上総損失（△） △2,860

販売費及び一般管理費 450

営業損失（△） △3,311

営業外収益  

受取利息 29

受取技術料 34

助成金収入 46

その他 28

営業外収益合計 137

営業外費用  

支払利息 4

その他 1

営業外費用合計 4

経常損失（△） △3,177

特別利益  

新株予約権戻入益 4

貸倒引当金戻入額 34

特別利益合計 37

特別損失  

減損損失 9,593

その他 5

特別損失 9,598

税引前四半期純損失（△） △12,738

法人税、住民税及び事業税 3

法人税等合計 3

四半期純損失（△） △12,740

3
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △12,738

減価償却費 1,560

減損損失 9,593

株式報酬費用 9

新株予約権戻入益 △4

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26

賞与引当金の増減額（△は減少） 56

修繕引当金の増減額（△は減少） △116

受注損失引当金の増減額（△は減少） 15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54

受取利息及び受取配当金 △29

支払利息 4

為替差損益（△は益） 185

固定資産除却損 5

売上債権の増減額（△は増加） 1,583

たな卸資産の増減額（△は増加） △80

仕入債務の増減額（△は減少） △543

その他 2

小計 △470

利息及び配当金の受取額 30

利息の支払額 △5

法人税等の支払額 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー △450

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △10

その他 △30

投資活動によるキャッシュ・フロー △40

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（△は減少） △201

リース債務の返済による支出 △5

自己株式の取得による支出 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △218

現金及び現金同等物に係る換算差額 △155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △862

現金及び現金同等物の期首残高 16,653

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,791

4
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

平成21年３月27日開催の定時株主総会決議に基づき、平成21年５月１日（債権者保護手続の完了によ
る効力発生日）に資本準備金からその他資本剰余金への振り替えを実施し、資本準備金が5,000百万円
減少しております。なお、資本準備金の取り崩し額は、欠損補填に4,411百万円、その他資本剰余金に
589百万円を振り替えております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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[参考書類] 
前年同四半期に係る財務諸表 

(１) 中間損益計算書 

（単位：百万円） 

前中間会計期間 
（自 平成20年１月１日

  至 平成20年６月30日）
科 目 

金額 

Ⅰ 売上高 8,788

Ⅱ 売上原価 9,939

売上総損失  1,152

Ⅲ 販売費及び一般管理費 631

営業損失  1,783

Ⅳ 営業外収益 

受取利息 28

その他 121

営業外収益合計 149

Ⅴ 営業外費用 

支払利息 18

その他 255

営業外費用合計 273

経常損失 1,907

Ⅵ 特別利益 337

Ⅶ 特別損失 22

税引前中間（当期）純損失 1,592

法人税、住民税及び事業税 3

中間（当期）純損失 1,594
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(２) 中間キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 
前中間会計期間 

（自 平成20年１月１日
 至 平成20年６月30日）

区分 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間（当期）純損失 △1,592 

減価償却費 1,780 

株式報酬費用 86 

引当金増加額（△減少額） △31 

社債償還益 △114 

受取利息及び受取配当金 △28 

支払利息 18 

為替差益 31 

たな卸資産除却損 226 

たな卸資産評価損 21 

固定資産売却益 22 

固定資産除売却損 △117 

新株予約権戻入益 △2 

売上債権の減少額（△増加額） 2,889 

たな卸資産減少額（△増加額） 166 

仕入債務の増加額（△減少額） △906 

未払金及び未払費用の増加額（△減少額） △564 

その他 81 

小計 1,968 

利息及び配当金の受取額 25 

利息の支払額 △19 

法人税等の支払額 △5 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,968 

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 － 

固定資産の取得による支出 △222 

固定資産の売却による収入 256 

投資有価証券の取得による支出 － 

投資有価証券の償還による収入 － 

その他 7 

投資活動によるキャッシュ・フロー 40 

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 △372 

社債の償還による支出 － 

転換社債の償還による支出 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △372 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △100 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） 1,537 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 16,527 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 18,064 
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