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1.  21年12月期の業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 7,495 △52.2 △4,086 ― △3,744 ― △13,185 ―

20年12月期 15,686 △43.7 △4,898 ― △4,693 ― △4,411 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年12月期 △14,011.47 ― △38.8 △10.1 △54.5

20年12月期 △4,503.46 ― △10.3 △9.1 △31.2

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12月期  ―百万円

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 30,380 27,583 90.4 28,967.33
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  27,474百万円 20年12月期  40,553百万円

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

21年12月期 △1,199 △21 43 15,317
20年12月期 1,381 △8 △1,072 16,653

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年12月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 0.0
21年12月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.0 0.0

22年12月期 
（予想）

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

3.  22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

3,595 35.8 △1,762 ― △1,718 ― △1,829 ― △1,832.90

通期 8,921 19.0 △2,955 ― △2,899 ― △3,013 ― △3,018.34
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、20ページ「重要な会計処理の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、44ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 998,140株 20年12月期 989,544株

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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

前項の予想は、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。 
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当期（平成21年１月１日～平成21年12月31日）の我が国経済は、政府の景気刺激策や中国向け輸出回

復等の効果により、個人消費など一部に持ち直しの動きがみられ、最悪期から脱しつつありますが、一

方では、設備過剰感による設備投資の抑制や、企業業績不振に伴う雇用環境の悪化及び家計所得の減少

など、先行き不透明な状況が続いております。 

 半導体市場は、各国の景気刺激策の実施を受け、デジタル家電分野など一部で市況の持ち直しがみら

れるものの、再び生産調整局面に入る可能性も払拭できず、予断を許さない状況が続いております。 

 こうした厳しい事業環境の下、当社では、収益率改善のため、更なるコスト削減やプロダクトミック

ス(製品構成)の改善、ＣＭＯＳイメージセンサーやパワーＩＣ分野など高付加価値製品の受注獲得のた

めの努力を続けてまいりました。また、顧客満足度向上のため、工場の品質管理の徹底、サイクルタイ

ム（開発～生産に要する期間の短縮）や歩留り（良品生産率）の向上などにも積極的に取り組んでまい

りました。しかし、近年では海外大手ファウンドリー企業との競争が激化し、更には新規にファウンド

リー事業へ参入する企業の出現などもあり、ファウンドリー・サービスが供給力過多の状況になりつつ

あります。これに加えて、昨年から続く世界経済の低迷による需要減少が影響し、売上高は7,495百万

円（前年比52.2％減少）、営業損失は4,086百万円（前年同期は4,898百万円損失）となり、営業損失は

若干改善致しましたが、売上高は悪化致しました。経常損失はコスト削減効果により当初見通しよりも

改善しまして3,744百万円（前年同期は4,693百万円損失）となりました。当期純損失は平成21年7月9日

付当社「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、固定資産の減損に係る会計基準に基づく減損処理実

施により9,593百万円を特別損失に計上したため、13,185百万円（前年同期は4,411百万円損失）とな

り、悪化致しました。 

今期の半導体市場は、世界的な景気悪化の影響で、デジタル家電などの一部分野を除き、大幅に需要

が減少したため、受注減少による減産傾向が目立ちました。 

 このような厳しい事業環境の下、当社では、将来の成長に向けた事業基盤の強化と、競争力の高いサ

ービス提供が重要であると考え、平成21年10月28日付当社「アルファ・ウィズダム・リミテッドによる

当社株式等に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」で公表しておりますとおり、将来、

親会社のユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーションの完全子会社となるため、株式

公開買付けに賛同意見を表明しております。また、株式公開買付けの結果につきましては、平成21年12

月15日付当社「当社株式等に対する公開買付けの結果並びに主要株主及びその他の関係会社の異動に関

するお知らせ」で公表致しましたとおり、403,368株の応募がございました。 

 上記を踏まえて、今後、親会社グループの経営資源を有効に活用することで、受注の拡大が見込める

ことから、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに今期を上回る見通しです。 

 以上から、次期の業績予想は次のとおりであります。 

  売上高         8,921百万円（前年度比  1,426百万円増加） 

  営業利益       △2,955百万円（前年度比  1,131百万円増加） 

  経常利益       △2,899百万円（前年度比   845百万円増加）   

  当期純利益      △3,013百万円（前年度比 10,172百万円増加） 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

(2) 次期の見通し
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①資産、負債及び純資産の状況 

（総資産） 

当期末の総資産につきましては、前期末に比べて13,422百万円減少し、30,380百万円となりまし

た。これは主に、減損実施に伴う固定資産の減少によるものであります。 

（負債） 

当期末の負債につきましては、前期に比べて259百万円減少し、2,798百万円となりました。これ

は主に、仕入債務の減少によるもの等であります。 

（純資産） 

当期末の純資産につきましては、前期に比べて13,161百万円減少し、27,583百万円となりまし

た。これは主に、当期純損失13,185百万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 

当期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、15,317百万円(前年同期比1,335百

万円減少)となりました。 

また、当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当期において営業活動の結果使用した資金は、1,199百万円(前年同期は得られた資金1,381百万

円)となりました。これは主に減損損失が9,593百万円（前年同期は計上なし）、減価償却費が

1,939百万円(前年同期3,450百万円)等計上されたものの、税引前当期純損失が13,180百万円(前年

同期4,406百万円)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） 

当期において投資活動の結果使用した資金は21百万円(同8百万円)となりました。これは主に、

固定資産の取得による支出が20百万円(同271百万円)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） 

当期において財務活動の結果得られた資金は43百万円(前年同期は使用した資金1,072百万円)と

なりました。これは主に、短期借入金の返済による支出が24百万円(前年同期681百万円)等計上さ

れたものの、ストック・オプションの行使による収入が88百万円(前年同期は行使なし)あったこと

によるものであります。 

(3) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）１．自己資本：自己資本／総資産 

２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

３．キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

４．インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標はいずれも財務数値より計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式（自己株式控除後）により算出しております。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお

ります。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

利益の用途は、企業体質の強化及び積極的な事業展開を可能とする体制の確保を優先的に考えており

ますが、収益の状況や市場の成熟度に応じて、配当等の利益還元も考えてまいります。 

当期は、業績が思うように回復致しませんでしたので、無配とさせていただきます。 

次期の配当につきましても、現時点では無配とさせていただく予定です。 

  

当社の経営成績、株価及び財務状況に影響を及ぼす可能性のある主なリスクを以下に記載します。但

し、これらは当社事業リスクを必ずしも全て網羅するわけではないことにご留意下さい。 

① 当社はＵＭＣグループの１社であります。従って、ＵＭＣグループ全体の経営方針の変化に影響 

   を受ける可能性があります。 

② 当期の売上のうち、得意先上位３社に対する売上が約62.1％を占めており、一部特定顧客への依 

   存度が高くなっております。その一部特定顧客の営業状況により、売上高全体の経営成績に影響 

   が出る可能性があります。 

③ 半導体需要が大きく変動し、市場全体が供給力過多となった場合は、生産能力に見合った受注が 

   困難となる可能性があります。 

④ ＵＭＣへのアウトソーシングをしておりますが、当社が所有する工場は館山の１ヶ所のみであ 

   り、何らかの理由で操業が停止した場合、生産能力が著しく低下する可能性があります。 

  

   該当事項はありません。 

  

2005年12月期 2006年12月期 2007年12月期 2008年12月期 2009年12月期

自己資本比率 55.9 59.7 76.2 92.6 90.4

時価ベースの自己資本比率 39.7 33.2 14.8 14.2 38.0

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

3.6 0.6 27.3 26.2 △30.7

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

0.8 29.5 61.3 47.2 △201.0

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(5) 事業等のリスク

(6) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ユー・エム・シー・ジャパン株式会社）、親会社

（ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーション）及び関係会社（アルファ・ウィズダ

ム・ リミテッド）により構成され、半導体製品の前工程の受託生産を主な事業としております。当事業

の内容及び位置付けは、次のとおりであります。 

  

 

  

アルファ・ウィズダム・リミテッドは、ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーショ

ンの完全子会社であります。 

2. 企業集団の状況
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当社の目標は「お得意様から選び抜かれたファウンドリーとなること」です。 

そのためにＵＭＣグループの総合力を活用して、新たな発展・成長を図ります。 

また、企業価値増大のための経営の合理化を推し進め、優れたファウンドリーサービスの供給に努

め、高収益体質の企業づくりを目指すことで、ステークホルダーの皆様からの信頼を確保してまいりま

す。 

当社は企業収益性及び株主価値最大化を重視しておりますが、事業の性格上、売上の変動によって、

各種指標は大きく影響を受けます。 

従って、自社製造分について、稼働率100％の場合に売上総利益率10％を確保するコスト体質を目標

としております。 

当社は、半導体の受託製造に特化した専業ファウンドリーであるため、自社製品を持つ半導体メーカ

ーと異なり、全てのファブレス企業やＩＤＭ等の顧客に対して、高度なサービスとキャパシティーを提

供することができます。 

また、顧客との強いパートナーシップを築き、顧客のニーズに応じた供給力向上を進めております。 

今後は、市場基盤と顧客ベースの更なる拡大、ＡＳＰ（平均販売単価）の向上、親会社のＵＭＣへの

アウトソーシング事業の強化、オペレーションコストの継続的削減を行い、顧客満足度の向上、収益改

善に務めてまいります。 

当社は、「優れたソリューションサービスの提供」を目標に掲げ、次の課題に取り組んでおります。 

① 顧客基盤の拡大 

優れたソリューションサービスの提供による新規顧客の開拓や、既存顧客とのパートナーシップ

強化に力を入れてまいります。 

② 収益率の向上 

付加価値の高いビジネスを獲得し、ＡＳＰ（平均販売単価）を高めることで、収益率の向上に繋

げてまいります。 

③ 品質の維持・管理 

工場の環境整備や品質管理の意識を徹底し、歩留り（良品生産率）の改善に継続的に取組みま

す。 

④ コスト管理の徹底 

業務効率を高め、無駄を省き、継続的なコスト管理に取組みます。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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① 内部牽制組織、組織上の業務部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の

状況 

当社は、社長直属の内部監査室を設置しております。 

当社はファウンドリー（半導体の受託製造）専業のため、事業部制などはなく、いわゆる管理部

門の機能は、本社に集中しておりますが、部や指揮系統を分けることで相互牽制を確保しておりま

す。 

社内規程は適切に整備されており、セルフアセスメント及び内部監査の実施により、適切に管理

されております。 

② 内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

内部統制について重要性が強まる中、当社は、内部統制の基本方針に加え、財務報告の基本方針

の制定を行いました。また、企業倫理や情報セキュリティーに関する社内教育も実施致しました。 

さらに、営業管理、購買管理、生産管理、安全保障輸出管理など、広範囲を対象とした内部監査

を実施し、内部統制の充実を図りました。 

加えて、親会社のＵＭＣがニューヨーク証券取引所に上場している関係から、米国企業改革法

(ＳＯＸ法)第404条に基づく定期的な監査も実施しております。 

該当事項はありません。 

  

(5) 内部管理体制の整備・運用状況

(6) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 16,653 15,317 

売掛金 3,456 2,827 

製品 254 235 

原材料 29 16 

仕掛品 55 188 

貯蔵品 623 619 

前払費用 184 164 

その他 196 130 

貸倒引当金 △287 △217 

流動資産合計 21,163 19,279 

固定資産 

有形固定資産 

建物 19,962 15,068 

減価償却累計額 △10,013 △10,403 

建物（純額） 9,949 4,665 

構築物 3,986 3,515 

減価償却累計額 △2,916 △2,982 

構築物（純額） 1,070 533 

機械及び装置 66,292 63,662 

減価償却累計額 △58,686 △60,024 

機械及び装置（純額） 7,606 3,638 

車両運搬具 4 4 

減価償却累計額 △4 △4 

車両運搬具（純額） 1 0 

工具、器具及び備品 1,465 1,387 

減価償却累計額 △1,303 △1,307 

工具、器具及び備品（純額） 162 80 

土地 3,143 1,691 

リース資産 － 24 

減価償却累計額 － △9 

リース資産（純額） － 14 

建設仮勘定 3 － 

有形固定資産合計 21,932 10,621 

無形固定資産 

借地権 295 159 

ソフトウエア 53 17 

その他 32 12 

無形固定資産合計 380 187 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

投資その他の資産 

その他 327 293 

貸倒引当金 △0 △0 

投資その他の資産合計 327 293 

固定資産合計 22,639 11,102 

資産合計 43,802 30,380 

負債の部 

流動負債 

買掛金 ※１ 1,495 ※１ 1,384 

短期借入金 363 368 

リース債務 － 6 

未払金 528 371 

未払費用 302 297 

未払法人税等 38 38 

前受金 9 4 

預り金 45 11 

賞与引当金 48 45 

修繕引当金 155 － 

受注損失引当金 － 0 

流動負債合計 2,982 2,525 

固定負債 

退職給付引当金 49 164 

役員退職慰労引当金 26 26 

修繕引当金 － 74 

その他 － 8 

固定負債合計 75 273 

負債合計 3,057 2,798 

純資産の部 

株主資本 

資本金 27,140 27,199 

資本剰余金 

資本準備金 10,218 5,277 

その他資本剰余金 7,940 8,529 

資本剰余金合計 18,158 13,806 

利益剰余金 

利益準備金 57 57 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 △4,411 △13,185 

利益剰余金合計 △4,354 △13,128 

自己株式 △391 △403 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

株主資本合計 40,553 27,474 

新株予約権 191 109 

純資産合計 40,744 27,583 

負債純資産合計 43,802 30,380 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

売上高 

製品売上高 9,895 4,848 

商品売上高 5,791 2,648 

売上高合計 15,686 7,495 

売上原価 

製品売上原価 

製品期首たな卸高 193 254 

他勘定受入高 ※１ 383 ※１ 66 

当期製品製造原価 13,365 8,163 

合計 13,940 8,483 

製品期末たな卸高 254 235 

製品売上原価 ※２ 13,686 ※２ 8,248 

商品売上原価 

当期商品仕入高 ※３ 5,451 ※３ 2,502 

商品売上原価 5,451 2,502 

売上原価合計 19,137 10,750 

売上総損失（△） △3,451 △3,254 

販売費及び一般管理費 

給料 473 338 

退職金 － 44 

法定福利費 － 47 

事業税 82 75 

減価償却費 28 20 

業務委託費 89 95 

賃借料 － 50 

貸倒引当金繰入額 287 7 

その他 ※４ 488 ※４ 156 

販売費及び一般管理費合計 1,447 832 

営業損失（△） △4,898 △4,086 

営業外収益 

受取利息 64 50 

受取技術料 64 65 

助成金収入 － 203 

スクラップ売却益 106 － 

その他 68 39 

営業外収益合計 301 356 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

営業外費用 

支払利息 29 5 

為替差損 29 9 

支払補償費 31 － 

その他 8 1 

営業外費用合計 96 14 

経常損失（△） △4,693 △3,744 

特別利益 

前期損益修正益 ※５ 85 ※５ 111 

固定資産売却益 ※６ 117 － 

貸倒引当金戻入額 － 78 

新株予約権戻入益 － 64 

投資有価証券償還益 114 － 

その他 38 － 

特別利益合計 355 253 

特別損失 

固定資産売却損 ※７ 18 － 

減損損失 － ※８ 9,593 

固定資産除却損 ※９ 49 ※９ 5 

その他 － 90 

特別損失合計 67 9,689 

税引前当期純損失（△） △4,406 △13,180 

法人税、住民税及び事業税 5 5 

法人税等合計 5 5 

当期純損失（△） △4,411 △13,185 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 27,140 27,140 

当期変動額 

新株の発行 － 59 

当期変動額合計 － 59 

当期末残高 27,140 27,199 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 20,218 10,218 

当期変動額 

新株の発行 － 59 

準備金から剰余金への振替 △10,000 △5,000 

当期変動額合計 △10,000 △4,941 

当期末残高 10,218 5,277 

その他資本剰余金 

前期末残高 － 7,940 

当期変動額 

準備金から剰余金への振替 10,000 5,000 

欠損填補 △2,060 △4,411 

当期変動額合計 7,940 589 

当期末残高 7,940 8,529 

資本剰余金合計 

前期末残高 20,218 18,158 

当期変動額 

新株の発行 － 59 

欠損填補 △2,060 △4,411 

当期変動額合計 △2,060 △4,352 

当期末残高 18,158 13,806 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 57 57 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 57 57 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △2,060 △4,411 

当期変動額 

欠損填補 2,060 4,411 
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¶表後に挿入された段落 
(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当期純損失（△） △4,411 △13,185 

当期変動額合計 △2,351 △8,774 

当期末残高 △4,411 △13,185 

利益剰余金合計 

前期末残高 △2,003 △4,354 

当期変動額 

欠損填補 2,060 4,411 

当期純損失（△） △4,411 △13,185 

当期変動額合計 △2,351 △8,774 

当期末残高 △4,354 △13,128 

自己株式 

前期末残高 － △391 

当期変動額 

自己株式の取得 △391 △12 

当期変動額合計 △391 △12 

当期末残高 △391 △403 

株主資本合計 

前期末残高 45,355 40,553 

当期変動額 

新株の発行 － 117 

当期純損失（△） △4,411 △13,185 

自己株式の取得 △391 △12 

当期変動額合計 △4,802 △13,079 

当期末残高 40,553 27,474 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 △99 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 99 － 

当期変動額合計 99 － 

当期末残高 － － 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △99 － 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 99 － 

当期変動額合計 99 － 

当期末残高 － － 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

新株予約権 

前期末残高 90 191 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 101 △82 

当期変動額合計 101 △82 

当期末残高 191 109 

純資産合計 

前期末残高 45,347 40,744 

当期変動額 

新株の発行 － 117 

当期純損失（△） △4,411 △13,185 

自己株式の取得 △391 △12 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 200 △82 

当期変動額合計 △4,602 △13,162 

当期末残高 40,744 27,583 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前当期純損失（△） △4,406 △13,180 

減価償却費 3,450 1,939 

減損損失 － 9,593 

株式報酬費用 106 11 

引当金の増減額（△は減少） 316 △38 

有価証券の償還による収入 △114 － 

受取利息及び受取配当金 △64 △50 

支払利息 29 5 

為替差損益（△は益） 140 187 

たな卸資産除却損 99 20 

たな卸資産評価損 564 150 

固定資産売却損益（△は益） △117 － 

固定資産除却損 67 5 

新株予約権戻入益 △5 △64 

売上債権の増減額（△は増加） 3,602 629 

たな卸資産の増減額（△は増加） 221 △265 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,720 △111 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △726 △152 

その他 △86 81 

小計 1,357 △1,239 

利息及び配当金の受取額 58 51 

利息の支払額 △29 △6 

法人税等の支払額 △5 △5 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,381 △1,199 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

固定資産の取得による支出 △271 △20 

固定資産の売却による収入 256 － 

その他 7 △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー △8 △21 

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） △681 △24 

リース債務の返済による支出 － △9 

自己株式の取得による支出 △391 △12 

ストックオプションの行使による収入 － 88 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,072 43 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △176 △158 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 126 △1,335 

現金及び現金同等物の期首残高 16,527 16,653 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 16,653 ※１ 15,317 

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

17



該当事項はありません。 

  

 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

項目
第26期

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

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）

 時価のないもの

移動平均法による原価法

―

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法 同左

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

移動平均法による原価法 

(貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定)

同左

４ 固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産…定額法

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

 建物    ８～50年

 機械及び装置  ５年

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

 建物    ８～50年

 機械及び装置  ５年

無形固定資産…定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における使用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用しており

ます。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における使用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用しており

ます。

リース資産

 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 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。

５ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

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。

同左

６ 引当金の計上基準 １) 貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備えるた

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。

１) 貸倒引当金

同左

２) 賞与引当金

  従業員に対する賞与の支出にあて

るため、支給見込額に基づき計上し

ております。

２) 賞与引当金

同左
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項目
第26期

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

３) 修繕引当金

  受変電設備の定期点検に要する支

出に備えるため、その支出見込額の

うち、当期において負担すべき費用

を計上しております。

３) 修繕引当金

同左

４)       ― ４) 受注損失引当金

  受注契約に係る将来の損失に備え

るため、当期末において将来の損失

が見込まれ、かつ、当該損失額を合

理的に見積もることが可能なものに

ついて、翌期以降の損失見込額を計

上しております（「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日公表分）

に基づき正味売却価額を算定した結

果、マイナスとなった場合に、当該

金額を受注損失引当金として計上し

ております）。

５) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

  なお、会計基準変更時差異(420百

万円)については、９年による均等

額を費用処理しております。

  数理計算上の差異は、各期の発生

時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(９年)による定

額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌期から費用処理することとし

ております。

５) 退職給付引当金

同左

６) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支払いに備え

るため、当社内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

  なお、平成19年３月から役員退職

慰労金制度を凍結し、以降引当金計

上をおこなっておりません。すでに

計上している役員退職慰労引当金

は、役員の退任時まで凍結しており

ます。

６) 役員退職慰労引当金

同左

７ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

―

８ ヘッジ会計の方法 １) ヘッジ会計の方法

  原則として繰延ヘッジ処理によっ

ております。

１) ヘッジ会計の方法

同左

２) ヘッジ手段とヘッジ対象

  外貨建資産、負債の為替変動リス

クをヘッジするために為替予約を利

用しております。

２) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左
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項目
第26期

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

３) ヘッジ方針

  デリバティブ取引に関する内部規

定に基づき、ヘッジ対象に係る為替

相場変動リスクを一定の範囲内でヘ

ッジしております。

３) ヘッジ方針

同左

４) ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ対象の相場変動またはキャ

ッシュ・フロー変動の累計とヘッジ

手段の相場変動またはキャッシュ・

フロー変動の累計を比較し、両者の

変動額等を基礎にして、ヘッジ有効

性を評価しております。

４) ヘッジ有効性評価の方法

同左

９ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左

10 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

  消費税等の会計処理は、税抜方式

を採用しております。

１) 消費税等の会計処理

同左

【会計処理の変更】

第26期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(棚卸資産の評価に関する会計基準)

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)が平

成20年３月31日以前に開始する事業年度に係る財務諸表

から適用できることになったことに伴い、当事業年度か

ら同会計基準を適用しております。これにより、売上総

損失及び営業損失はそれぞれ564百万円増加しておりま

す。

 なお、同会計基準は、当社の受入準備が整った当中間

会計期間後に適用しております。当中間会計期間におい

て本会計基準を適用した場合には、売上総損失及び営業

損失がそれぞれ352百万円増加しております。

（リース取引に関する会計基準）

 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、当期より、「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））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。

 これによる、当期の財務諸表に与える影響は軽微であ

ります。
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

【表示方法の変更】

第26期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(損益計算書)

１ 前期において区分掲記しておりました「法定福利

費」(当期63百万円)は、販売費及び一般管理費の合計

額の100分の５以下となったため、販売費及び一般管

理費の「その他」に含めて表示することにしました。

 

(損益計算書)

１ 前期において販売費及び一般管理費の「その他」に

含めて表示していた「退職金」（前期における退職金

38百万円）は、当期において販売費及び一般管理費の

合計額の100分の５を上回ることとなったため、区分

掲記することとしました。

２ 前期において区分掲記しておりました「賞与」(当

期32百万円)は、販売費及び一般管理費の合計額の100

分の５以下となったため、販売費及び一般管理費の

「その他」に含めて表示することにしました。

 

２ 前期において販売費及び一般管理費の「その他」に

含めて表示していた「法定福利費」（前期における法

定福利費63百万円）は、当期において販売費及び一般

管理費の合計額の100分の５を上回ることとなったた

め、区分掲記することとしました。

３ 前期において区分掲記しておりました「研究開発

費」(当期55百万円)は、販売費及び一般管理費の合計

額の100分の５以下となったため、販売費及び一般管

理費の「その他」に含めて表示することにしました。

３ 前期において販売費及び一般管理費の「その他」に

含めて表示していた「賃借料」（前期における賃借料

49百万円）は、当期において販売費及び一般管理費の

合計額の100分の５を上回ることとなったため、区分

掲記することとしました。

４ 前期において営業外収益に表示していた「デザイン

サポート料」は、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴

いＥＤＩＮＥＴタクソノミの勘定科目を使用するた

め、当事業年度より「受取技術料」として掲記してお

ります。

【追加情報】

(貸借対照表関係)

第26期 
(平成20年12月31日)

第27期 
(平成21年12月31日)

 

※１ 関係会社項目

   関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。

流動負債 買掛金 592百万円
 

※１ 関係会社項目

   関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。

流動負債 買掛金 514百万円
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(損益計算書関係)

第26期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 

※１ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

材料費(他勘定へ振替)から振替 60百万円

製品製造原価(他勘定へ振替)から振替 322百万円

 

※１ 他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。

材料費(他勘定へ振替)から振替 66百万円

 

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。

564百万円
  

※２ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。

150百万円
 

 

※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社からの商品仕入高 5,433百万円
  

※３ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社からの商品仕入高 2,502百万円
 

 

※４ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 55百万円
  

※４ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 11百万円
 

 

※５ 前期損益修正益の内容は次のとおりであります。

前期設備撤去復旧費用戻入益 85百万円

 

※５ 前期損益修正益の内容は次のとおりであります。

前期特許権使用料戻入益 57百万円

前期賞与引当金戻入益 54百万円

 

※６ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置 117百万円
  

※６          ―

 

 

※７ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

機械及び装置 18百万円
  

※７          ―

 

※８          ―

 

※８ 当社は、以下の資産について減損損失を計上しま

した。

用  途 種  類 金額（百万円） 場 所

 土地 1,451

 建物 4,861  千葉県

事業資産  構築物 471  館山市他

 機械及び装置 2,584

 その他 226

合  計 9,593

（減損損失の認識に至った経緯）

 当期において、減損の要否の判定を行った結

果、保有する固定資産の収益性の低下及び評価額

の下落により、減損損失を計上しました。

（資産のグルーピングの方法）

 当社は、半導体製品の前工程の受託生産を主業

種としており、単一グループにてグルーピングを

行っております。

（回収可能価額の算定方法）

 当社の回収可能価額は正味売却価額により測定

しております。

 なお、不動産については不動産鑑定評価額、動

産については当該分野における専門の鑑定人によ

る評価から売却見込価額を算定し処分費用見込額

を控除した回収可能価額により正味売却価額を算

定しております。

 

※９ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 23百万円

機械及び装置 24百万円

工具器具及び備品 2百万円
  

※９ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 2百万円

機械及び装置 2百万円

工具器具及び備品 1百万円
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第26期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12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 

 
(注) 普通株式の自己株式の増加48,043株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
(注) 平成15年11月転換社債型新株予約権の当事業年度減少は、転換社債型新株予約権の繰上償還によるものであり

ます。 
  

３ 配当金に関する事項 

該当事項はありません。 
  

第27期(自 平成21年１月１日 至 平成21年12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 

 
(注) 普通株式の自己株式の増加1,653株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
  

３ 配当金に関する事項 

該当事項はありません。 
  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類
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)

発行済株式

 普通株式 989,544 ― ― 989,544

合計 989,544 ― ― 989,544

自己株式

 普通株式 ― 48,043 ― 48,043

合計 ― 48,043 ― 48,043

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の 
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年度末 
残高(百万円)前事業 

年度末
当事業年度 

増加
当事業年度 

減少
当事業 
年度末

提出会社 平成15年11月転換社債 
型新株予約権付社債(注)

普通株式 41,813 ― 41,813 ― ―

ストックオプションとし
ての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― 191

株式の種類
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)

発行済株式

 普通株式 989,544 8,596 ― 998,140

合計 989,544 8,596 ― 998,140

自己株式

 普通株式 48,043 1,653 ― 49,696

合計 48,043 1,653 ― 49,696

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の 
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(株)
当事業年度末 
残高(百万円)前事業 

年度末
当事業年度 

増加
当事業年度 

減少
当事業 
年度末

提出会社 ストックオプションとし
ての新株予約権

普通株式 ― ― ― ― 109
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該当事項はありません。 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

第26期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 

※１現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 16,653百万円

現金及び現金同等物 16,653百万円
  

※１現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 15,317百万円

現金及び現金同等物 15,317百万円
 

 

※２重要な非資金取引の内容

  自己社債の償還による非資金取引

投資有価証券の減少 7,726百万円

社債の償還益 114百万円

社債の減少 7,840百万円
  

※２         ―

  

 

(リース取引関係)

第26期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１．ファイナンス・リース取引

（借主側）

リース資産の内容

 ・有形固定資産

主として乗用車（車輌運搬具）及びコンピュ 

ータ機器（工具器具及び備品）であります。

リース資産の減価償却の方法

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。

 

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高 
相当額 
(百万円)

車両運搬具 4 1 3

工具器具 
及び備品

19 9 10

合計 23 11 13

 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しております。

２．オペレーティング・リース取引

  オペレーティング・リースのうち解約不能のものに

係る未経過リース料

     １年以内       102百万円

     １年超        217百万円 

      合計        319百万円

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 5百万円

１年超 8百万円

 合計 13百万円

 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しております。

 

３ 支払リース料 

  (減価償却費相当額)

5百万円

 

４ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(有価証券関係)
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１ 取引の状況に関する事項 
  

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

  
第26期(平成20年12月31日) 
当期末現在、デリバティブ取引の契約残高はありません。 

  
第27期(平成21年12月31日) 
当期末現在、デリバティブ取引の契約残高はありません。 

  

該当事項はありません。 

(デリバティブ取引関係)

第26期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 取引の内容
   利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引

であります。

１ 取引の内容
同左

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。

２ 取引に対する取組方針
同左

３ 取引の利用目的
   デリバティブ取引は、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。

３ 取引の利用目的
同左

 ① ヘッジ会計の方法
    原則として繰延ヘッジ処理によっております。

 ① ヘッジ会計の方法
同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象
    外貨建資産、負債の為替変動リスクをヘッジす

るために為替予約を利用しております。

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

 ③ ヘッジ方針
    デリバティブ取引に関する内部規定に基づき、

ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクを一定の
範囲内でヘッジしております。

 ③ ヘッジ方針
同左

 ④ ヘッジ有効性評価の方法
    ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロ

ー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキ
ャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の
変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価し
ております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法
同左

４ 取引に係るリスクの内容
   デリバティブ取引には、取引相手が倒産等によっ

て契約不履行となることで被る損失に係る信用リス
クと、金利・為替等、市場の変動によって発生する
損失に係る市場リスクがあります。

   当社は、信用リスクを極力回避するため信用度の
高い国内の銀行のみと取引を行っております。当社
の利用している為替予約取引には将来の為替変動に
係るリスクがありますが、当社のデリバティブ取引
の目的が外貨建債権債務の抱える市場リスクのヘッ
ジを行う事にあるため、デリバティブ取引の時価変
動による評価損益は、ヘッジ対象である債権債務の
それと全額相殺される関係にあります。従ってデリ
バティブ取引の評価損益が経営に重大な影響を及ぼ
すことはないと考えております。

４ 取引に係るリスクの内容
同左

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

権限等を定めた社内ルールに従い、経理部が決裁担
当者の承認を得て行っております。

５ 取引に係るリスク管理体制
同左

６ 取引の時価等に関する事項についての補足説明
   取引の時価等に関する事項についての契約額等

は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な
契約額、または計算上の想定元本であり、当該金額
自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すも
のではありません。

６ 取引の時価等に関する事項についての補足説明
同左

(持分法投資損益等)
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第26期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) １ 当社と関連のない他の当事者と同様の条件によっております。 

２ 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

  

第27期(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

  

(追加情報) 

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会

企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業会

計基準適用指針第13号)を適用しております。 

これによる従来の開示対象範囲に与える影響はありません。 

  

１ 関連当事者との取引 

 財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主(会社等に限る)等 

  

 
(注) １ 当社と関連のない他の当事者と同様の条件によっております。 

２ 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

  

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金 
又は 

出資金

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

親会社

ユナイテッド・
マイクロエレク
トロニクス・コ
ーポレーション

中華民国 
台湾 
新竹市

百万NT$ 
129,878

半導体製品
の前工程の
受託生産

(被所有)
52.6

兼任
１人

生産移管 
顧客紹介

商品仕入 5,433 買掛金 592

種類
会社等の名称 

又は氏名
所在地

資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有) 
割合(％)

関連当事者 
との関係

取引の内容
取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

親会社

ユナイテッド・

マイクロエレク

トロニクス・コ

ーポレーション

中華民国 

台湾 

新竹市

百万円NT$ 

129,878 

 

半 導 体 製

品 の 前 工

程 の 受 託

生産

（被所有） 生産移管  

顧客紹介
商品仕入 2,502 買掛金 514

直接 52.3

間接 42.5
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(税効果会計関係)

第26期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 (百万円)

繰延税金資産(流動)

貸倒引当金否認 116

たな卸資産評価損否認 29

賞与引当金否認 19

その他 35

繰延税金資産(流動)小計 199

評価性引当金 △199

繰延税金資産(流動)合計 ―

繰延税金資産(固定)

繰越欠損金 8,738

その他 210

繰延税金資産(固定)小計 8,948

評価性引当金  △8,948

繰延税金資産(固定)合計 ―

繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債

繰延税金負債合計 ―

繰延税金資産(負債)の純額 ―
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産 (百万円)

繰延税金資産(流動)

貸倒引当金否認 88

賞与引当金否認 18

その他 85

繰延税金資産(流動)小計 191

評価性引当金 △191

繰延税金資産(流動)合計 ―

繰延税金資産(固定)

繰越欠損金 11,130

減価償却超過額 2,956

その他 205

繰延税金資産(固定)小計 14,291

評価性引当金 △14,291

繰延税金資産(固定)合計 ―

繰延税金資産合計 ―

繰延税金負債

繰延税金負債合計 ―

繰延税金資産(負債)の純額 ―
 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

平成20年12月31日

法定実効税率 40.4％

(調整)

永久に損金に算入されない項目 △0.2

法人住民税均等割額 △0.1

評価性引当金 △40.2

その他 ―

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.1
 

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

平成21年12月31日

法定実効税率 40.4％

(調整)

永久に損金に算入されない項目 0.0

法人住民税均等割額 △0.0

評価性引当金 △40.4

その他 ―

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.0
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１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の適格退職年金制度を採用しております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

  

 
  

３ 退職給付費用に関する事項 

  

 
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

 
  

(退職給付関係)

第26期 
(平成20年12月31日)

第27期 
(平成21年12月31日)

(1) 退職給付債務(百万円) 2,587 2,598

(2) 年金資産(百万円) 1,810 2,007

(3) 未積立退職給付債務(百万円) 776 591

(4) 会計基準変更時差異の未処理額(百万円) 47 -

(5) 未認識数理計算上の差異(百万円) 681 427

(6) 退職給付引当金(百万円) 49 164

第26期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

退職給付費用(百万円) 210 293

(1) 勤務費用(百万円) 188 177

(2) 利息費用(百万円) 49 52

(3) 期待運用収益(百万円) △89 △72

(4) 会計処理基準変更時差異の費用処理額(百万円) 47 47

(5) 数理計算上の差異の費用処理額(百万円) 15 90

第26期 
(平成20年12月31日)

第27期 
(平成21年12月31日)

(1) 割引率(％) 2 2

(2) 期待運用収益率(％) 3.8 4.0

(3) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4) 数理計算上の差異の処理年数(年) 発生の翌期から 9 発生の翌期から 9

(5) 会計基準変更時差異の処理年数(年) 9 9
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第26期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 
※株式数に換算して記載しています。 

  

 
※株式数に換算して記載しています。 

(ストック・オプション等関係)

平成14年 
ストック・オプション

平成15年 その１ 
ストック・オプション

平成15年 その２ 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

 

当社取締役 12名

当社従業員 727名

 

当社取締役 ８名

当社監査役 １名

当社従業員 396名
 

当社取締役 ７名

当社監査役 １名

当社従業員 467名

ストック・オプション数※
 
普通株式 10,932株

 
普通株式 12,412株

 
普通株式 8,128株

付与日 平成14年４月24日 平成15年３月28日 平成15年３月28日

権利確定条件

付与日(平成14年４月24日)

以降、確定日(平成16年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成15年３月28日)

以降、確定日(平成15年９

月30日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成15年３月28日)

以降、確定日(平成16年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

２年間

(自 平成14年４月１日

至 平成16年３月31日)

６ヶ月間

(自 平成15年４月１日

至 平成15年９月30日)

１年間

(自 平成15年４月１日

至 平成16年３月31日)

権利行使期間 権利確定後８年以内。 権利確定後５年以内。 同左

平成15年 その３ 
ストック・オプション

平成15年 その４ 
ストック・オプション

平成15年 その５ 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

 

当社取締役 ８名

当社監査役 １名

当社従業員 625名
 

当社取締役 11名

当社監査役 ３名

当社従業員 735名
 

当社取締役 ５名

当社監査役 １名

当社従業員 80名

ストック・オプション数※
 
普通株式 9,436株

 
普通株式 17,091株

 
普通株式 3,715株

付与日 平成15年３月28日 平成15年３月28日 平成15年10月６日

権利確定条件

付与日(平成15年３月28日)

以降、確定日(平成16年９

月30日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成15年３月28日)

以降、確定日(平成17年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成15年10月６日)

以降、確定日(平成17年９

月30日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

１年６ヶ月間

(自 平成15年４月１日

至 平成16年９月30日)

２年間

(自 平成15年４月１日

至 平成17年３月31日)

２年間

(自 平成15年10月１日

至 平成17年９月30日)

権利行使期間 権利確定後５年以内。 同左 同左

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

29



  

 
※株式数に換算して記載しています。 

  

 
※株式数に換算して記載しています。 

平成16年 
ストック・オプション

平成17年 その１ 
ストック・オプション

平成17年 その２ 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

 

当社取締役 ９名

当社監査役 ３名

当社従業員 747名

当社顧問 ５名
 

当社取締役 ８名

当社監査役 ３名

当社従業員 749名

当社顧問 ６名
 

当社取締役 ８名

当社監査役 ３名

当社従業員 749名

当社顧問 ６名

ストック・オプション数※
 
普通株式 19,980株

 
普通株式 14,164株

 
普通株式 13,764株

付与日 平成16年３月26日 平成17年４月６日 平成17年４月６日

権利確定条件

付与日(平成16年３月26日)

以降、確定日(平成18年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成17年４月６日)

以降、確定日(平成18年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成17年４月６日)

以降、確定日(平成19年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

２年間

(自 平成16年４月１日

至 平成18年３月31日)

１年間

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

２年間

(自 平成17年４月１日

至 平成19年３月31日)

権利行使期間

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後退職した場

合は、退職日より１ヶ月間

権利あり。 

  

  

 

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

平成18年 
ストック・オプション

平成19年 その１ 
ストック・オプション

平成19年 その２ 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

 

当社取締役 10名

当社監査役 ５名

当社従業員 730名

当社顧問 ５名
 

当社取締役 ５名

当社監査役 ４名

 

当社従業員 687名

ストック・オプション数※
 
普通株式 14,525株

 
普通株式 11,400株

 
普通株式 28,361株

付与日 平成18年４月４日 平成19年９月11日 平成19年９月11日

権利確定条件

付与日(平成18年４月４日)

以降、確定日(平成20年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成20年３

月18日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成20年３

月18日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

２年間

(自 平成18年４月１日

至 平成20年３月31日)

６ヶ月間

(自 平成19年９月11日

至 平成20年３月18日)

６ヶ月間

(自 平成19年９月11日

至 平成20年３月18日)

権利行使期間

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

権利確定後４年半以内。 

  

  

  

  

  

 

権利確定後４年半以内。た

だし、権利確定後自己都合

退職した場合は、退職日よ

り30日間権利あり。また、

権利確定後会社都合退職し

た場合は、退職日より６ヶ

月間権利あり。
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※株式数に換算して記載しています。 

  

 
※株式数に換算して記載しています。 

平成19年 その３ 
ストック・オプション

平成19年 その４ 
ストック・オプション

平成19年 その５ 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
 
当社取締役 ４名

 
当社従業員 ３名

 
当社取締役 ４名

ストック・オプション数※
 
普通株式 4,500株

 
普通株式 871株

 
普通株式 4,500株

付与日 平成19年９月11日 平成19年９月11日 平成19年９月11日

権利確定条件

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成20年９

月10日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成20年９

月10日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成21年３

月10日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

１年間

(自 平成19年９月11日

至 平成20年９月10日)

１年間

(自 平成19年９月11日

至 平成20年９月10日)

１年６ヶ月間

(自 平成19年９月11日

至 平成21年３月10日)

権利行使期間

権利確定後４年以内。 

  

  

  

  

  

 

権利確定後４年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より６ヶ月

間権利あり。

権利確定後３年半以内。 

  

  

  

  

  

 

平成19年 その６ 
ストック・オプション

平成19年 その７ 
ストック・オプション

平成19年 その８ 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
 
当社従業員 ３名

 
当社取締役 ４名

 
当社従業員 ３名

ストック・オプション数※
 
普通株式 864株

 
普通株式 4,500株

 
普通株式 864株

付与日 平成19年９月11日 平成19年９月11日 平成19年９月11日

権利確定条件

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成21年３

月10日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成21年９

月11日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成21年９

月11日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

１年６ヶ月間

(自 平成19年９月11日

至 平成21年３月10日)

２年間

(自 平成19年９月11日

至 平成21年９月11日)

２年間

(自 平成19年９月11日

至 平成21年９月11日)

権利行使期間

権利確定後３年半以内。た

だし、権利確定後自己都合

退職した場合は、退職日よ

り30日間権利あり。また、

権利確定後会社都合退職し

た場合は、退職日より６ヶ

月間権利あり。

権利確定後３年以内。 

  

  

  

  

  

 

権利確定後３年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より６ヶ月

間権利あり。
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※株式数に換算して記載しています。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 

平成19年 その９ 
ストック・オプション

平成19年 その10 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
 
当社顧問 ４名

 
当社顧問 ４名

ストック・オプション数※
 
普通株式 1,250株

 
普通株式 1,250株

付与日 平成20年１月９日 平成20年１月９日

権利確定条件

付与日(平成20年１月９日)

以降、確定日(平成20年７

月８日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成20年１月９日)

以降、確定日(平成21年１

月８日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

６ヶ月間

(自 平成20年１月９日

至 平成20年７月８日)

12ヶ月間

(自 平成20年１月９日

至 平成21年１月８日)

権利行使期間

権利確定後４年２ヶ月以

内。ただし、権利確定後退

任した場合は、退職日より

６ヶ月間権利あり。

権利確定後３年８ヶ月以

内。ただし、権利確定後退

任した場合は、退職日より

６ヶ月間権利あり。

平成14年 
ストック・オプション

平成15年 その１ 
ストック・オプション

平成15年 その２ 
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 ― ― ―

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 ― ― ―

 未確定残 ― ― ―

権利確定後         (株)

 前事業年度末 588 8,806 6,501

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 ― 8,806 32

 未行使残 588 ― 6,469

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

32



  

 
  

 
  

 

平成15年 その３ 
ストック・オプション

平成15年 その４ 
ストック・オプション

平成15年 その５ 
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 ― ― ―

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 ― ― ―

 未確定残 ― ― ―

権利確定後         (株)

 前事業年度末 7,767 13,629 510

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 72 61 ―

 未行使残 7,695 13,568 510

平成16年 
ストック・オプション

平成17年 その１ 
ストック・オプション

平成17年 その２ 
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 ― ― ―

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 ― ― ―

 未確定残 ― ― ―

権利確定後         (株)

 前事業年度末 1,079 11,451 11,092

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 24 634 570

 未行使残 1,055 10,817 10,522

平成18年 
ストック・オプション

平成19年 その１ 
ストック・オプション

平成19年 その２ 
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 12,454 11,400 27,706

 付与 ― ― ―

 失効 178 ― 60

 権利確定 12,276 11,400 27,646

 未確定残 ― ― ―

権利確定後         (株)

 前事業年度末 ― ― ―

 権利確定 12,276 11,400 27,646

 権利行使 ― ― ―

 失効 583 ― 1,295

 未行使残 11,693 11,400 26,351
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平成19年 その３ 
ストック・オプション

平成19年 その４ 
ストック・オプション

平成19年 その５ 
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 4,500 871 4,500

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 4,500 871 ―

 未確定残 ― ― 4,500

権利確定後         (株)

 前事業年度末 ― ― ―

 権利確定 4,500 871 ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 未行使残 4,500 871 ―

平成19年 その６ 
ストック・オプション

平成19年 その７ 
ストック・オプション

平成19年 その８ 
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 864 4,500 864

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 ― ― ―

 未確定残 864 4,500 864

権利確定後         (株)

 前事業年度末 ― ― ―

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 未行使残 ― ― ―

平成19年 その９ 
ストック・オプション

平成19年 その10 
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 ― ―

 付与 1,250 1,250

 失効 ― ―

 権利確定 1,250 ―

 未確定残 ― 1,250

権利確定後         (株)

 前事業年度末 ― ―

 権利確定 1,250 ―

 権利行使 ― ―

 失効 ― ―

 未行使残 1,250 ―
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② 単価情報 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

平成14年 
ストック・オプション

平成15年 その１ 
ストック・オプション

平成15年 その２ 
ストック・オプション

権利行使価格        (円) 390,000 63,500 63,500

行使時平均株価       (円) ― ― ―

公正な評価単価(付与日)   (円) ― ― ―

平成15年 その３ 
ストック・オプション

平成15年 その４ 
ストック・オプション

平成15年 その５ 
ストック・オプション

権利行使価格        (円) 63,500 63,500 140,000

行使時平均株価       (円) ― ― ―

公正な評価単価(付与日)   (円) ― ― ―

平成16年 
ストック・オプション

平成17年 その１ 
ストック・オプション

平成17年 その２ 
ストック・オプション

権利行使価格        (円) 87,000 45,800 45,800

行使時平均株価       (円) ― ― ―

公正な評価単価(付与日)   (円) ― ― ―

平成18年 
ストック・オプション

平成19年 その１ 
ストック・オプション

平成19年 その２ 
ストック・オプション

権利行使価格        (円) 37,300 10,480 10,480

行使時平均株価       (円) ― ― ―

公正な評価単価(付与日)   (円) ― 3,550 3,550

平成19年 その３ 
ストック・オプション

平成19年 その４ 
ストック・オプション

平成19年 その５ 
ストック・オプション

権利行使価格        (円) 10,480 10,480 10,480

行使時平均株価       (円) ― ― ―

公正な評価単価(付与日)   (円) 3,671 3,671 3,762

平成19年 その６ 
ストック・オプション

平成19年 その７ 
ストック・オプション

平成19年 その８ 
ストック・オプション

権利行使価格        (円) 10,480 10,480 10,480

行使時平均株価       (円) ― ― ―

公正な評価単価(付与日)   (円) 3,762 3,954 3,954

平成19年 その９ 
ストック・オプション

平成19年 その10 
ストック・オプション

権利行使価格        (円) 8,800 8,800

行使時平均株価       (円) ― ―

公正な評価単価(付与日)   (円) 3,004 3,053
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２ ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当事業年度において付与された平成19年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法

は以下のとおりであります。 

①使用した技法     ブラック・ショールズ式 

②主な基礎数値及び見積方法 

 
（注）１．下記に基づき算定しております。 

平成19年 その９は、平成17年６月から平成20年１月の株価実績に基づき算定しております。 

平成19年 その10は、平成17年３月から平成20年１月の株価実績に基づき算定しております。 

２．合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっ

ております 

３．平成19年12月期の配当実績によっております。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。 

  

３ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

将来の失効数の見積りについては、過年度付与の実績データより算出しております。 

  

４ 財務諸表への影響額 

売上原価、販売費及び一般管理費に含まれる株式報酬費用   106百万円 

特別利益のその他（新株予約権戻入益）            5百万円 

  

平成19年 その９ 
ストック・オプション

平成19年 その10 
ストック・オプション

株価流動性 （注）１        54％ 52％

予想残存期間 (注）２ 2.6年 2.8年

予想配当 （注）３ －円／株 －円／株

無リスク利子率 （注）４ 0.70％ 0.70％

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

36



第27期(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

 
※株式数に換算して記載しています。 

  

 
※株式数に換算して記載しています。 

  

平成14年 
ストック・オプション

平成15年 その２ 
ストック・オプション

平成15年 その３ 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

 

当社取締役 12名

当社従業員 727名

 

当社取締役 ７名

当社監査役 １名

当社従業員 467名
 

当社取締役 ８名

当社監査役 １名

当社従業員 625名

ストック・オプション数※
 
普通株式 10,932株

 
普通株式 8,128株

 
普通株式 9,436株

付与日 平成14年４月24日 平成15年３月28日 平成15年３月28日

権利確定条件

付与日(平成14年４月24日)

以降、確定日(平成16年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成15年３月28日)

以降、確定日(平成16年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成15年３月28日)

以降、確定日(平成16年９

月30日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

２年間

(自 平成14年４月１日

至 平成16年３月31日)

１年間

(自 平成15年４月１日

至 平成16年３月31日)

１年６ヶ月間

(自 平成15年４月１日

至 平成16年９月30日)

権利行使期間 権利確定後８年以内。 権利確定後５年以内。 同左

平成15年 その４ 
ストック・オプション

平成15年 その５ 
ストック・オプション

平成16年 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

 

当社取締役 11名

当社監査役 ３名

当社従業員 735名
 

当社取締役 ５名

当社監査役 １名

当社従業員 80名

 

当社取締役 ９名

当社監査役 ３名

当社従業員 747名

当社顧問 ５名

ストック・オプション数※
 
普通株式 17,091株

 
普通株式 3,715株

 
普通株式 19,980株

付与日 平成15年３月28日 平成15年10月６日 平成16年３月26日

権利確定条件

付与日(平成15年３月28日)

以降、確定日(平成17年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成15年10月６日)

以降、確定日(平成17年９

月30日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成16年３月26日)

以降、確定日(平成18年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

２年間

(自 平成15年４月１日

至 平成17年３月31日)

２年間

(自 平成15年10月１日

至 平成17年９月30日)

２年間

(自 平成16年４月１日

至 平成18年３月31日)

権利行使期間 権利確定後５年以内。 同左

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後退職した場

合は、退職日より１ヶ月間

権利あり。
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※株式数に換算して記載しています。 

  

 
※株式数に換算して記載しています。 

  

 
平成17年 その１ 

ストック・オプション
平成17年 その２ 

ストック・オプション
平成18年 

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

 

当社取締役 ８名

当社監査役 ３名

当社従業員 749名

当社顧問 ６名
 

当社取締役 ８名

当社監査役 ３名

当社従業員 749名

当社顧問 ６名
 

当社取締役 10名

当社監査役 ５名

当社従業員 730名

当社顧問 ５名

ストック・オプション数※
 
普通株式 14,164株

 
普通株式 13,764株

 
普通株式 14,525株

付与日 平成17年４月６日 平成17年４月６日 平成18年４月４日

権利確定条件

付与日(平成17年４月６日)

以降、確定日(平成18年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成17年４月６日)

以降、確定日(平成19年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成18年４月４日)

以降、確定日(平成20年３

月31日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

１年間

(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日)

２年間

(自 平成17年４月１日

至 平成19年３月31日)

２年間

(自 平成18年４月１日

至 平成20年３月31日)

権利行使期間

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

権利確定後５年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より１年間

権利あり。

平成19年 その１ 
ストック・オプション

平成19年 その２ 
ストック・オプション

平成19年 その３ 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

 

当社取締役 ５名

当社監査役 ４名
 

当社従業員 687名

 

当社取締役 ４名

ストック・オプション数※
 
普通株式 11,400株

 
普通株式 28,361株

 
普通株式 4,500株

付与日 平成19年９月11日 平成19年９月11日 平成19年９月11日

権利確定条件

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成20年３

月18日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成20年３

月18日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成20年９

月10日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

６ヶ月間

(自 平成19年９月11日

至 平成20年３月18日)

６ヶ月間

(自 平成19年９月11日

至 平成20年３月18日)

１年間

(自 平成19年９月11日

至 平成20年９月10日)

権利行使期間

権利確定後４年半以内。 

  

  

  

  

  

 

権利確定後４年半以内。た

だし、権利確定後自己都合

退職した場合は、退職日よ

り30日間権利あり。また、

権利確定後会社都合退職し

た場合は、退職日より６ヶ

月間権利あり。

権利確定後４年以内。 
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※株式数に換算して記載しています。 

  

 
※株式数に換算して記載しています。 

  

 
平成19年 その４ 

ストック・オプション
平成19年 その５ 

ストック・オプション
平成19年 その６ 

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
 
当社従業員 ３名

 
当社取締役 ４名

 
当社従業員 ３名

ストック・オプション数※
 
普通株式 871株

 
普通株式 4,500株

 
普通株式 864株

付与日 平成19年９月11日 平成19年９月11日 平成19年９月11日

権利確定条件

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成20年９

月10日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成21年３

月10日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成21年３

月10日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

１年間

(自 平成19年９月11日

至 平成20年９月10日)

１年６ヶ月間

(自 平成19年９月11日

至 平成21年３月10日)

１年６ヶ月間

(自 平成19年９月11日

至 平成21年３月10日)

権利行使期間

権利確定後４年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より６ヶ月

間権利あり。

権利確定後３年半以内。 

  

  

  

  

  

 

権利確定後３年半以内。た

だし、権利確定後自己都合

退職した場合は、退職日よ

り30日間権利あり。また、

権利確定後会社都合退職し

た場合は、退職日より６ヶ

月間権利あり。

平成19年 その７ 
ストック・オプション

平成19年 その８ 
ストック・オプション

平成19年 その９ 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
 
当社取締役 ４名

 
当社従業員 ３名

 
当社顧問 ４名

ストック・オプション数※
 
普通株式 4,500株

 
普通株式 864株

 
普通株式 1,250株

付与日 平成19年９月11日 平成19年９月11日 平成20年１月９日

権利確定条件

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成21年９

月11日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成19年９月11日)

以降、確定日(平成21年９

月11日)まで継続して勤務

していること。

付与日(平成20年１月９日)

以降、確定日(平成20年７

月８日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

２年間

(自 平成19年９月11日

至 平成21年９月11日)

２年間

(自 平成19年９月11日

至 平成21年９月11日)

６ヶ月間

(自 平成20年１月９日

至 平成20年７月８日)

権利行使期間

権利確定後３年以内。 

  

  

  

  

  

 

権利確定後３年以内。ただ

し、権利確定後自己都合退

職した場合は、退職日より

30日間権利あり。また、権

利確定後会社都合退職した

場合は、退職日より６ヶ月

間権利あり。

権利確定後４年２ヶ月以

内。ただし、権利確定後退

任した場合は、退職日より

６ヶ月間権利あり。 

  

 

 

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

39



 
※株式数に換算して記載しています。 

  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

 
  

 
平成19年 その10 

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
 
当社顧問 ４名

ストック・オプション数※
 
普通株式 1,250株

付与日 平成20年１月９日

権利確定条件

付与日(平成20年１月９日)

以降、確定日(平成21年１

月８日)まで継続して勤務

していること。

対象勤務期間

12ヶ月間

(自 平成20年１月９日

至 平成21年１月８日)

権利行使期間

権利確定後３年８ヶ月以

内。ただし、権利確定後退

任した場合は、退職日より

６ヶ月間権利あり。

平成14年 
ストック・オプション

平成15年 その２ 
ストック・オプション

平成15年 その３ 
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 ― ― ―

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 ― ― ―

 未確定残 ― ― ―

権利確定後         (株)

 前事業年度末 588 6,469 7,695

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 ― 6,469 7,695

 未行使残 588 ― ―
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平成15年 その４ 

ストック・オプション
平成15年 その５ 

ストック・オプション
平成16年 

ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 ― ― ―

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 ― ― ―

 未確定残 ― ― ―

権利確定後         (株)

 前事業年度末 13,568 510 1,055

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 70 ― ―

 未行使残 13,498 510 1,055

平成17年 その１ 
ストック・オプション

平成17年 その２ 
ストック・オプション

平成18年 
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 ― ― ―

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 ― ― ―

 未確定残 ― ― ―

権利確定後         (株)

 前事業年度末 10,817 10,522 11,693

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 603 586 722

 未行使残 10,214 9,936 10,971

平成19年 その１ 
ストック・オプション

平成19年 その２ 
ストック・オプション

平成19年 その３ 
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 ― ― ―

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 ― ― ―

 未確定残 ― ― ―

権利確定後         (株)

 前事業年度末 11,400 26,351 4,500

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 500 6,226 ―

 失効 6,250 1,365 3,250

 未行使残 4,650 18,760 1,250
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平成19年 その４ 

ストック・オプション
平成19年 その５ 

ストック・オプション
平成19年 その６ 

ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 ― 4,500 864

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 ― 4,500 864

 未確定残 ― ― ―

権利確定後         (株)

 前事業年度末 871 ― ―

 権利確定 ― 4,500 864

 権利行使 ― ― ―

 失効 ― 3,250 ―

 未行使残 871 1,250 864

平成19年 その７ 
ストック・オプション

平成19年 その８ 
ストック・オプション

平成19年 その９ 
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 4,500 864 ―

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― ―

 権利確定 4,500 864 ―

 未確定残 ― ― ―

権利確定後         (株)

 前事業年度末 ― ― 1,250

 権利確定 4,500 864 ―

 権利行使 ― 370 750

 失効 3,250 ― ―

 未行使残 1,250 494 500

平成19年 その10 
ストック・オプション

権利確定前         (株)

 前事業年度末 1,250

 付与 ―

 失効 ―

 権利確定 1,250

 未確定残 ―

権利確定後         (株)

 前事業年度末 ―

 権利確定 1,250

 権利行使 750

 失効 ―

 未行使残 500
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② 単価情報 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

平成14年 
ストック・オプション

平成15年 その２ 
ストック・オプション

平成15年 その３ 
ストック・オプション

権利行使価格        (円) 390,000 63,500 63,500

行使時平均株価       (円) ― ― ―

公正な評価単価(付与日)   (円) ― ― ―

平成15年 その４ 
ストック・オプション

平成15年 その５ 
ストック・オプション

平成16年 
ストック・オプション

権利行使価格        (円) 63,500 140,000 87,000

行使時平均株価       (円) ― ― ―

公正な評価単価(付与日)   (円) ― ― ―

 
平成17年 その１ 

ストック・オプション
平成17年 その２ 

ストック・オプション
平成18年 

ストック・オプション

権利行使価格        (円) 45,800 45,800 37,300

行使時平均株価       (円) ― ― ―

公正な評価単価(付与日)   (円) ― ― ―

平成19年 その１ 
ストック・オプション

平成19年 その２ 
ストック・オプション

平成19年 その３ 
ストック・オプション

権利行使価格        (円) 10,480 10,480 10,480

行使時平均株価       (円) 7,640 11,822 ―

公正な評価単価(付与日)   (円) 3,550 3,550 3,671

 
平成19年 その４ 

ストック・オプション
平成19年 その５ 

ストック・オプション
平成19年 その６ 

ストック・オプション

権利行使価格        (円) 10,480 10,480 10,480

行使時平均株価       (円) ― ― ―

公正な評価単価(付与日)   (円) 3,671 3,762 3,762

平成19年 その７ 
ストック・オプション

平成19年 その８ 
ストック・オプション

平成19年 その９ 
ストック・オプション

権利行使価格        (円) 10,480 10,480 8,800

行使時平均株価       (円) ― 12,420 7,640

公正な評価単価(付与日)   (円) 3,954 3,954 3,004

平成19年 その10 
ストック・オプション

権利行使価格        (円) 8,800

行使時平均株価       (円) 7,640

公正な評価単価(付与日)   (円) 3,053
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２ 財務諸表への影響額 

売上原価、販売費及び一般管理費に含まれる株式報酬費用   11百万円 

特別利益のその他（新株予約権戻入益）           64百万円 

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １株当たり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。 

 
  

 

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

第26期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 
１株当たり純資産額 43,072円97銭

 
１株当たり純資産額 28,967円33銭

 
１株当たり当期純損失金額 4,503円46銭

 
１株当たり当期純損失金額 14,011円47銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

新株予約権付社債等潜在株式が存在しておりますが、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。

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

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。

第26期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり当期純損失金額

 当期純損失(百万円) 4,411 13,185

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

 普通株式に係る当期純損失(百万円) 4,411 13,185

 期中平均株式数(千株) 979 941

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権５種類(新株予

約権の数118,679個)、新株

引受権１種類(目的たる株

式の数588株)。

新株予約権５種類(新株予

約権の数76,573個)、新株

引受権１種類(目的たる株

式の数588株)。

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

44



 

  

 
  

(重要な後発事象)

第26期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

第27期
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

（資本準備金の減少）

 当社は、平成21年３月27日開催の定時株主総会におい

て、資本準備金を取崩し欠損補填及びその他資本剰余金

に振り替える議案を決議いたしました。

１ 資本準備金減少の目的

  会社法第448条第１項の規程に基づき、資本準備金

の取崩しを行い、資本の欠損の補填に充当するととも

に、今後の機動的な資本政策に備えるためのものであ

ります。

２ 資本準備金減少の方法

  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る予定

であります。

３ 資本準備金減少の額

  平成20年12月31日時点での資本準備金の額10,218百

万円のうち5,000百万円が減少いたします。

４ 資本準備金減少のスケジュール

 ①取締役会決議日     2009年２月20日

 ②株主総会決議日     2009年３月27日

 ③債権者異議申述公告   2009年３月30日(予定)

 ④債権者異議申述最終期日 2009年４月30日(予定)

 ⑤効力発生日       2009年５月１日(予定)

（退職年金制度の変更について）

 当社は、平成22年１月１日より確定給付型の適格退職

年金制度から確定給付企業年金制度に移行しておりま

す。

 この移行に伴う会計処理については、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針

第1号）を適用する予定であります。この移行に伴い、

過去勤務債務（貸方）が158,929千円発生し、当該差額

を平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）で会計処

理する予定です。本移行に伴う翌期の損益に与える影響

額は、退職給付費用の減額として14,448千円計上し、営

業利益も同額増加する見込であります。

（ユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレ

ーション及びアルファ・ウィズダム・リミテッドによる

完全子会社化について）

 当社は、平成22年２月18日開催の臨時株主総会及び普

通株主による種類株主総会において、以下の①～③の方

法によりユナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コ

ーポレーション及びアルファ・ウィズダム・リミテッド

の完全子会社となることを決議いたしました。

① 定款の一部を変更し、種類株式を発行できる旨の定

めを新設いたします。

② 上記①による定款変更後に、さらに定款の一部を変

更し、当社普通株式に、当社が株主総会の決議によっ

てその全部を取得する全部取得条項（以下「全部取得

条項」といいます。）を付す旨の定めを新設いたしま

す。なお、全部取得条項が付された後の当普通株式

を、以下「全部取得条項付普通株式」といいます。

③ 会社法第171条並びに上記①及び②による変更後の

定款に基づき、当社は、株主（当社を除きます。）か

ら当社の全部取得条項付普通株式全てを取得し、対価

として全部取得条項付普通株式１株につき99,890分の

１株の当社種類株式を交付いたします。

 なお、効力発生日（平成22年３月26日）に上記②及び

③の決議の効力が発生することにより、当社株主は、ユ

ナイテッド・マイクロエレクトロニクス・コーポレーシ

ョン及びアルファ・ウィズダム・リミテッドの２名とな

ります。また、当社普通株式は、ジャスダック証券取引

所の株券上場廃止基準に該当することになるため、平成

22年３月19日をもって上場廃止となる予定であります。
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①当事業年度の生産実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注) 金額は、販売価格(消費税等抜き)により算出しております。 

  

②当事業年度の仕入実績は、次のとおりであります。 

  

 
(注) 金額は、仕入価格(消費税等抜き)により算出しております。 

  

当事業年度における受注状況は、次のとおりであります。 

  

 
(注) 金額は、販売価格(消費税等抜き)により算出しております。 

  

当事業年度の販売実績は、次のとおりであります。 

  

 

5. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

品目
第27期

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

前年同期比(％)

ロジック製品(百万円) 4,615 △46.8

メモリー製品(百万円) 244 △80.8

合計(百万円) 4,859 △51.2

品目
第27期

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

前年同期比(％)

ロジック商品(百万円) 2,502 △54.1

合計(百万円) 2,502 △54.1

(2) 受注状況

品目 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

ロジック製品 4,891 △28.7 835 ＋49.9

メモリー製品 244 △80.0 12 ＋107.1

仕入商品 2,805 △42.5 446 ＋13.2

合計 7,939 △38.7 1,293 ＋35.1

(3) 販売実績

品目
第27期

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

前年同期比(％)

ロジック製品(百万円) 4,600 △46.6

メモリー製品(百万円) 245 △80.8

ロジック商品(百万円) 2,648 △54.2

その他売上高(百万円) 2 △87.2

合計(百万円) 7,495 △52.2
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(注) １ 最近２事業年度の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 

  ( )内は総販売実績に対する輸出の割合であります。 

  

 
２ 最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであ

ります。 

  

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

輸出先

第26期 第27期

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

東南アジア 2,924 100.0 919 100.0

計
2,924
(18.6％)

100.0
919

(12.3％)
100.0

相手先

第26期 第27期

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

株式会社日立ディスプレイズ 3,783 24.1 2,503 33.4

川崎マイクロエレクトロニクス
株式会社

3,538 22.6 1,313 17.5

シャープ株式会社 2,108 13.4 837 11.2

計 9,430 60.1 4,653 62.1
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①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

 新任取締役（平成22年２月18日付） 

   取締役  黄 明彦（現 ＵＭＣアカウンティング・デパートメント部長） 

 新任監査役候補（平成22年３月25日付） 

   監査役  松本 良弘（現 当社監査役） 

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

  ②その他の役員の異動

(2) その他
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