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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

22年3月期 12,369 △35.8 752 △73.4 872 △68.9 487 △66.8

21年3月期 19,272 △8.7 2,829 △19.7 2,805 △21.6 1,468 △27.4

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 ％ ％ ％

22年3月期 27.87 ― 2.7 4.1 6.1
21年3月期 82.71 ― 8.2 12.0 14.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3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

22年3月期 20,593 18,115 87.8 1,034.11
21年3月期 21,977 17,864 81.2 1,019.99

（参考） 自己資本  22年3月期  18,087百万円 21年3月期  17,841百万円

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

22年3月期 2,143 322 △349 10,197
21年3月期 2,453 57 △960 8,051

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
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ％ ％

21年3月期 ― 18.00 ― 10.00 28.00 495 33.9 2.6
22年3月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00 262 53.8 1.5

23年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 13.00 18.00 44.7

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結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 
連結累計期間

5,950 △22.6 246 △68.9 283 △66.2 185 △60.4 10.58

通期 13,450 8.7 1,022 35.7 1,125 29.0 704 44.4 40.25



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  

(2) 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（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） 

（注）詳細は、12ページ「会計処理基準に関する事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、16ページ 「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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） 22年3月期 17,819,033株 21年3月期 17,819,033株

② 期末自己株式数 22年3月期 327,772株 21年3月期 327,220株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

22年3月期 11,513 △35.3 784 △71.7 853 △69.9 480 △67.0

21年3月期 17,785 △7.0 2,770 △13.2 2,834 △14.5 1,453 △25.8

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
円 銭 円 銭

22年3月期 27.44 ―

21年3月期 81.91 ―

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

22年3月期 20,184 17,741 87.9 1,014.29
21年3月期 21,319 17,546 82.3 1,003.15

（参考） 自己資本 22年3月期  17,741百万円 21年3月期  17,546百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧くださ
い。 

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

5,225 △27.4 166 △81.2 201 △77.8 120 △77.5 6.86

通期 12,000 4.2 862 9.9 960 12.4 574 19.6 32.82



(1）経営成績に関する分析 

①当期業績の概要 

 当期における世界経済は、各国の景気対策や金融政策の効果により、全般的に回復基調で推移しました。特に中

国をはじめとしたアジアの新興国において設備投資や個人消費の伸びが顕著に見られました。わが国経済におきま

しては、アジアの需要拡大に伴い、輸出産業が回復し、景気対策によって内需も緩やかに改善したものの、本格的

な回復には至りませんでした。 

 当社の関連するプラスチック成形業界の設備関連におきましては、日本国内の市場は本格的な回復まで至らない

ものの、主にアジアの需要拡大により、年度後半にかけて射出成形機をはじめとするプラスチック加工機の生産高

が緩やかに回復してまいりました。 

 このような情勢の中で当社グループは、前半特注機においては計画通りの生産・出荷に努めましたが、汎用機の

販売が計画を下回りました。後半の成績は徐々に回復したものの、連結売上高は前期比35.8%減の12,369百万円と

なりました。利益面につきましては全社を挙げ徹底的な経費削減を行いましたが、売上高の減少が影響し、営業利

益は前期比73.4％減の752百万円、経常利益は前期比68.9%減の872百万円、当期純利益は前期比66.8%減の487百万

円となりました。 

    製品別売上状況 

   （取出ロボット） 

 主力製品の横走行取出ロボットが、年度後半にかけて回復基調にあったものの、年度前半の不調がひびき、前期

比2,938百万円減（39.8%減）の4,438百万円となりました。 

   （ストック装置） 

 汎用ストッカー、コンベヤ合せて、前期比53.3%減の210百万円となりました。 

   （特注機） 

 前期よりも半導体関連装置、光ディスク用後工程装置及びインサート装置が減少したため、前期比3,043百万円

減（40.4％減）の4,483百万円となりました。 

   （付属機器等及び部品・保守修理サービス） 

 付属機器等は前期比19.6%減の2,327百万円、部品・保守修理サービスは11.0%減の910百万円となりました。 

所在地別セグメントの状況 

 日本においては、汎用機が伸び悩んだため、売上高は前期比35.3％減の11,513百万円、営業利益は前期比71.7％

減の784百万円となりました。 

 北米地域においては、米子会社の売上高は前期比31.9％減の1,334百万円となり、営業損失は24百万円（前年同

期は営業利益０百万円）となりました。 

 アジア地域においては、中国やタイでは年度後半にかけて回復基調にあったものの、年度前半の不調が響き、売

上高は前期比26.5%減の886百万円、営業損失は63百万円（前年同期は営業利益６百万円）となりました。 

 欧州地域については、売上高は前期比28.1％減の248百万円となり、営業利益は8百万円（前年同期は営業損失11

百万円）となりました。 

②次期の見通し 

 当社を取り巻く外部環境につきましては、中国をはじめとした新興国において引き続き経済成長が見込まれるも

のの、日欧米の回復は緩やかなものに留まると予想されます。 

 このような環境のなか当社といたしましては、需要が拡大する市場をターゲットに競争力のある商品開発を行

い、汎用機の受注活動を着実に進めるとともに新分野向けのロボットおよび特注機の積極的な受注活動を進めてま

いります。  

 現時点での2010年度（2011年3月期）の業績見通しは次のとおりであります。 

   （連結業績） 

  

１．経営成績

 売上高 百万円13,450 （前期比 ％増） 8.7

 営業利益 百万円1,022 （前期比 ％増） 35.7

 経常利益 百万円1,125 （前期比 ％増） 29.0

 当期純利益 百万円704 （前期比 ％増） 44.4
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(2）財政状態に関する分析 

  資産、負債、純資産の状況について 

 総資産は前期末より1,383百万円減少し20,593百万円となりました。このうち流動資産は、現金及び預金が1,949

百万円増加しましたが、売上債権は売上高の減少に伴い1,042百万円減少し、仕掛品が1,996百万円減少したことな

どにより、前期末より1,206百万円減少の16,522百万円となりました。固定資産では、特筆すべき増減はありませ

んでした。 

 負債合計は前期末より1,634百万円減少し2,478百万円となりました。このうち流動負債は、仕入債務が1,370百

万円減少したことなどにより、前期末より1,609百万円減少し2,342百万円となりました。固定負債は大きな増減は

ありませんでした。 

 純資産は、当期の利益計上による利益剰余金が増加したことなどにより、前期末より251百万円増加し18,115百

万円となりました。 

  キャッシュ・フローの状況について 

 現金及び現金同等物の期末残高は前期末より2,145百万円増加して10,197百万円となりました。その要因は次の

とおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税金等調整前当期純利益は870百万円でしたが、売上債権の減少額が1,065百万円、たな卸資産の減少が2,047百

万円と大きく、法人税等の支払額は661百万円となったため、営業活動によるキャッシュ・フローは2,143百万円の

収入超過（前期は2,453百万円の収入超過）となりました。  

(投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 定期預金の預入による支出5,990百万円がありましたが、定期預金の払戻による収入が6,204百万円あり、投資活

動によるキャッシュ・フローは322百万円の収入超過（前期は57百万円の収入超過）となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 配当金の支払額が349百万円ありましたので、財務活動によるキャッシュ・フローは349百万円の支出超過（前期

は960百万円の支出超過）となりました。 

(参考）キャッシュ・フロー指標の推移 

（注） １．自己資本比率                      ：自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率          ：株式時価総額／総資産 

２．有利子負債残高、利払い額に重要性がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・

カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

３．いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

４．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

(3）会社の利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして事業運営にあたっております。このため、安定的

な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、各期の業績等を十分勘案した配当による利益還元を

行うことを基本方針としております。 

 当期につきましては、普通配当は中間配当を10円及び期末配当を5円年間合計で1株当たり15円となります。 

 次期につきましては、年間の業績見通しに基づき、目標とする配当性向を30％以上を基準に、普通配当は中間配

当を５円及び期末配当を13円の年間合計で1株当たり18円とさせていただく予定としております。 

  

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率

（％） 
 69.8  72.3  72.2  81.2  87.8

時価ベースの自己

資本比率(％） 
 173.2  142.3  151.8  91.1  119.6
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 最近の有価証券報告書（平成21年6月30日提出）における「事業系統図」及び「関係会社の状況」から重要な変更が

ないため開示を省略しております。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

  当社は、プラスチック成形業界において、取出ロボットを中心に顧客の生産の合理化を図るための革新的技術の

創造を通じて、広く社会に貢献することを基本理念としております。また、顧客、株主、取引先などすべての利害

関係者の信頼と期待に応えるよう業務に取り組んでまいります。 

(2）目標とする経営指標 

中期目標は連結売上高300億円、連結経常利益50億円以上を達成することを目標に、売上高経常利益率15％以上

を目指しております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、顧客ニーズに対応し、品質及び性能の優位性により差別化した製品をスピーディーに開発してグローバ

ル市場に向けた営業展開をより一層積極的に行い、取出ロボット業界におけるリーディングカンパニーとしてさら

なる発展を目指してまいります。 

このための商品戦略として、 

①  取出ロボットについて、普及機から高機能機まで、また小型機から大型機までのラインナップを充実すると

ともに、大量消費型成形品の最適生産をサポートする専用機群の強化と充実を図ることで幅広い顧客層のニ

ーズに応えてまいります。 

②  技術的シナジーのある新しい領域への事業展開を推進してまいります。 

市場戦略として、 

①  国内、北米、アジア及びヨーロッパに一通りの営業・サービス拠点網を展開してまいりましたが、引き続き

インド、メキシコ及びブラジル等、今後の発展が期待される地域への拠点網の拡大・強化を図り、顧客の世

界購買に対応できるようグローバルな事業展開をおこなっていきます。 

②  新しい領域への事業展開については、販売面でのシナジーを発揮できる部分から着手してまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 既存の事業領域では、価格競争力を含む商品力の強化とさらなるグローバル展開力の強化が課題であります。ま

た新規事業領域では、複数の事業の柱を確立すべく、技術的シナジーや販売のシナジーを発揮できる事業分野にお

いて、今後新製品を生み出すことが課題であります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,482,165 9,431,530

受取手形及び売掛金 4,325,606 3,283,520

有価証券 1,132,200 900,000

商品及び製品 551,308 436,823

仕掛品 2,556,194 560,152

原材料及び貯蔵品 1,187,916 1,267,609

未収還付法人税等 － 234,400

繰延税金資産 365,585 284,914

その他 137,124 137,804

貸倒引当金 △9,475 △14,210

流動資産合計 17,728,625 16,522,543

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,181,998 1,090,737

機械装置及び運搬具 44,646 33,507

土地 2,002,911 2,049,327

その他 208,535 160,132

有形固定資産合計 3,438,091 3,333,704

無形固定資産 171,789 159,565

投資その他の資産   

投資有価証券 237,282 278,894

その他 409,350 342,901

貸倒引当金 △7,640 △43,811

投資その他の資産合計 638,993 577,984

固定資産合計 4,248,874 4,071,254

資産合計 21,977,500 20,593,798
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,828,673 1,458,106

未払金 231,546 256,714

未払法人税等 208,446 30,554

賞与引当金 246,000 210,000

役員賞与引当金 13,100 10,898

製品保証引当金 132,314 135,172

繰延税金負債 340 1,152

その他 291,675 239,762

流動負債合計 3,952,096 2,342,359

固定負債   

繰延税金負債 221 －

役員退職慰労引当金 87,685 66,780

その他 73,392 69,432

固定負債合計 161,299 136,212

負債合計 4,113,395 2,478,572

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,985,666 1,985,666

資本剰余金 2,023,903 2,023,903

利益剰余金 14,556,891 14,694,569

自己株式 △345,298 △346,098

株主資本合計 18,221,162 18,358,040

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,446 68,374

為替換算調整勘定 △383,163 △338,489

評価・換算差額等合計 △379,716 △270,114

少数株主持分 22,657 27,300

純資産合計 17,864,104 18,115,226

負債純資産合計 21,977,500 20,593,798
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 19,272,301 12,369,935

売上原価 11,950,309 8,000,965

売上総利益 7,321,991 4,368,969

販売費及び一般管理費 4,492,780 3,616,105

営業利益 2,829,211 752,864

営業外収益   

受取利息及び配当金 76,556 69,176

為替差益 － 28,857

その他 39,308 25,380

営業外収益合計 115,865 123,414

営業外費用   

支払利息 60 －

為替差損 136,888 －

リース解約損 － 2,421

その他 2,869 1,455

営業外費用合計 139,818 3,877

経常利益 2,805,258 872,400

特別利益   

投資有価証券売却益 10,137 －

固定資産売却益 － 2,750

特別利益合計 10,137 2,750

特別損失   

有価証券売却損 453,560 －

固定資産除売却損 6,859 4,804

投資有価証券評価損 1,293 －

特別損失合計 461,712 4,804

税金等調整前当期純利益 2,353,683 870,346

法人税、住民税及び事業税 960,185 247,159

法人税等調整額 △67,035 132,974

法人税等合計 893,150 380,134

少数株主利益又は少数株主損失（△） △7,657 2,702

当期純利益 1,468,190 487,509
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,985,666 1,985,666

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,985,666 1,985,666

資本剰余金   

前期末残高 2,023,903 2,023,903

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,023,903 2,023,903

利益剰余金   

前期末残高 13,732,715 14,556,891

当期変動額   

剰余金の配当 △644,015 △349,832

当期純利益 1,468,190 487,509

当期変動額合計 824,175 137,677

当期末残高 14,556,891 14,694,569

自己株式   

前期末残高 △33,996 △345,298

当期変動額   

自己株式の取得 △311,302 △799

当期変動額合計 △311,302 △799

当期末残高 △345,298 △346,098

株主資本合計   

前期末残高 17,708,289 18,221,162

当期変動額   

剰余金の配当 △644,015 △349,832

当期純利益 1,468,190 487,509

自己株式の取得 △311,302 △799

当期変動額合計 512,873 136,877

当期末残高 18,221,162 18,358,040
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 141,196 3,446

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △137,749 64,927

当期変動額合計 △137,749 64,927

当期末残高 3,446 68,374

為替換算調整勘定   

前期末残高 99,941 △383,163

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △483,104 44,673

当期変動額合計 △483,104 44,673

当期末残高 △383,163 △338,489

評価・換算差額等合計   

前期末残高 241,138 △379,716

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △620,854 109,601

当期変動額合計 △620,854 109,601

当期末残高 △379,716 △270,114

少数株主持分   

前期末残高 48,263 22,657

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △25,606 4,642

当期変動額合計 △25,606 4,642

当期末残高 22,657 27,300

純資産合計   

前期末残高 17,997,691 17,864,104

当期変動額   

剰余金の配当 △644,015 △349,832

当期純利益 1,468,190 487,509

自己株式の取得 △311,302 △799

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △646,460 114,244

当期変動額合計 △133,586 251,122

当期末残高 17,864,104 18,115,226
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,353,683 870,346

減価償却費 323,070 296,362

のれん償却額 8,043 8,043

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,429 40,681

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,000 △36,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △28,900 △2,202

受取利息及び受取配当金 △76,556 △69,176

支払利息 60 －

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 443,422 －

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 1,293 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,419,105 1,065,277

たな卸資産の増減額（△は増加） △405,061 2,047,452

仕入債務の増減額（△は減少） △997,768 △1,407,475

その他の流動負債の増減額（△は減少） △57,032 △55,891

その他 26,239 △26,731

小計 4,033,029 2,730,686

利息及び配当金の受取額 76,727 69,156

利息の支払額 △179 －

保険金の受取額 14,357 4,699

法人税等の支払額 △1,670,465 △661,498

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,453,468 2,143,045

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △382,272 △5,990,909

定期預金の払戻による収入 － 6,204,788

有価証券の純増減額（△は増加） 646,440 300,000

有形固定資産の取得による支出 △188,277 △127,516

有形固定資産の売却による収入 － 3,391

無形固定資産の取得による支出 △37,285 △66,060

投資有価証券の取得による支出 △1,744 △1,198

投資有価証券の売却による収入 20,873 －

長期貸付金の回収による収入 245 253

投資活動によるキャッシュ・フロー 57,978 322,747

財務活動によるキャッシュ・フロー   

少数株主への払戻による支出 △2,821 －

自己株式の取得による支出 △311,302 △799

配当金の支払額 △646,238 △349,127

財務活動によるキャッシュ・フロー △960,362 △349,927

現金及び現金同等物に係る換算差額 △194,050 29,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,357,034 2,145,696

現金及び現金同等物の期首残高 6,694,669 8,051,703

現金及び現金同等物の期末残高 8,051,703 10,197,400
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 該当事項はありません。 

  

  

  

 上記変更以外は最近の有価証券報告書（平成21年６月30日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を

省略しております。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項 

 全ての子会社を連結対象としており、連結子会社は次の12社であります。 

  

会社名 

ユーシン・アメリカ・インク 

㈱ユーシン・コリア 

ユーシン・プレシジョン・イクイップメント・（シンガポール）・プライベート・リミテッド 

ユーシン・プレシジョン・イクイップメント・エス・ディー・エヌ・ビー・エイチ・ディー 

有信國際精機股份有限公司 

ユーシン・プレシジョン・イクイップメント・（タイランド）・カンパニー・リミテッド 

ユーシン・オートメーション・リミテッド 

有信精机貿易（深圳）有限公司 

ユーシン・プレシジョン・イクイップメント・ （スロバキア）・エス・アール・オー 

有信精机商貿（上海）有限公司 

ユーシン・プレシジョン・イクイップメント・（インディア）・プライベート・リミテッド 

広州有信精密机械有限公司 

２．持分法の適用に関する事項 

  非連結子会社及び関連会社はありません。  

  

３．会計処理基準に関する事項  

（1）退職給付に係る会計基準の一部改正 

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20年７

月31日）を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。  

（７）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

  

１．有形固定資産の減価償却累計額  2,683,192千円  

２．発行済株式数（普通株式）       17,819,033株 

３．自己株式の数（普通株式）          327,220株  

        

１．有形固定資産の減価償却累計額  2,882,205千円 

２．発行済株式数（普通株式）       17,819,033株 

３．自己株式の数（普通株式）          327,772株  
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３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）１．普通株式の発行済株式数の増加は、平成20年４月１日付で普通株式１株を1.1株に分割したためであ

ります。 

（注）２．普通株式の自己株式の株式数の増加は、株式分割による増加分1,577株、会社法第165条第２項の規定

による定款の定めに基づく自己株式の取得による増加分304,400株及び単元未満株式の買取りによる

増加分5,468株であります。 

  

２. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額 

   

荷造運搬費 544,945千円 

製品保証引当金繰入額 101,700千円 

給与手当・賞与 1,149,051千円 

賞与引当金繰入額 98,716千円 

役員賞与引当金繰入額 13,100千円 

退職給付費用 34,508千円 

研究開発費 686,900千円 

減価償却費 149,660千円 

※販売費及び一般管理費の主要な項目及び金額 

  

荷造運搬費 318,245千円 

製品保証引当金繰入額 110,809千円 

給与手当・賞与 1,026,610千円 

賞与引当金繰入額 87,233千円 

役員賞与引当金繰入額 10,898千円 

退職給付費用 35,958千円 

研究開発費 478,800千円 

減価償却費 127,813千円 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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（注）１  16,199,121  1,619,912  －  17,819,033

合計  16,199,121  1,619,912  －  17,819,033

自己株式         

普通株式（注）２  15,775  311,445  －  327,220

合計  15,775  311,445  －  327,220

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年５月26日 

取締役会 
普通株式  323,666  20 平成20年３月31日 平成20年６月13日 

平成20年11月４日 

取締役会 
普通株式  320,348  18 平成20年９月30日 平成20年12月８日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年５月12日 

取締役会 
普通株式  174,918 利益剰余金  10 平成21年３月31日 平成21年６月12日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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株式数の増加552株は単元未満株式の買取り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 

  該当事項はありません。  

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  
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（注）１  17,819,033  －  －  17,819,033

合計  17,819,033  －  －  17,819,033

自己株式         

普通株式（注）２  327,220  552  －  327,772

合計  327,220  552  －  327,772

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年５月12日 

取締役会 
普通株式  174,918  10 平成21年３月31日 平成21年６月12日 

平成21年11月４日 

取締役会 
普通株式  174,914  10 平成21年９月30日 平成21年12月７日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年５月11日 

取締役会 
普通株式  87,456 利益剰余金  5 平成22年３月31日 平成22年６月11日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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 

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21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 7,482,165千円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △330,461千円 

譲渡性預金（有価証券） 900,000千円 

現金及び現金同等物 8,051,703千円 

現金及び預金勘定 9,431,530千円 

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △134,130千円 

譲渡性預金（有価証券） 900,000千円 

現金及び現金同等物 10,197,400千円 

㈱ユーシン精機（6482）平成22年３月期　決算短信



 当社グループの事業内容は、射出成形品取出ロボット及び省力化システムを含めた周辺機器の開発、製

造,販売及びアフターサービスを行う産業機械事業に集約されるため、事業の種類別セグメント情報の記載

は省略しております。  

 最近２連結会計年度における所在地別セグメント情報は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （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。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

   当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （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。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 
（千円） 

北米地域
（千円） 

アジア地域
（千円） 

欧州地域
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
 15,983,343  1,950,314  1,000,014  338,629  19,272,301  －  19,272,301

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 1,802,472  8,907  206,316  6,877  2,024,572 (2,024,572)  －

計  17,785,815  1,959,221  1,206,330  345,506  21,296,873 (2,024,572)  19,272,301

営業費用  15,015,208  1,958,648  1,199,873  356,927  18,530,657 (2,087,566)  16,443,090

営業利益又は営業損

失（△） 
 2,770,607  573  6,457  △11,420  2,766,216  62,994  2,829,211

Ⅱ 資産  12,210,536  1,273,926  1,084,691  156,094  14,725,249  7,252,251  21,977,500

北米地域 米国 

アジア地域 韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、中国、香港、インド 

欧州地域 イギリス、スロバキア 

  
日本 
（千円） 

北米地域
（千円） 

アジア地域
（千円） 

欧州地域
（千円） 

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1）外部顧客に対する

売上高 
 10,053,131  1,330,723  746,950  239,129  12,369,935  －  12,369,935

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 1,460,596  3,960  139,392  9,117  1,613,066 (1,613,066)  －

計  11,513,727  1,334,683  886,343  248,247  13,983,002 (1,613,066)  12,369,935

営業費用  10,729,218  1,359,380  949,589  239,473  13,277,662 (1,660,591)  11,617,071

営業利益又は営業損

失（△） 
 784,508  △24,696  △63,245  8,773  705,339  47,524  752,864

Ⅱ 資産  8,892,405  927,828  1,140,741  145,395  11,106,370  9,487,427  20,593,798

北米地域 米国 

アジア地域 韓国、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、中国、インド 

欧州地域 イギリス、スロバキア 
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 最近２連結会計年度における海外売上高は次のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （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。 

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

３．海外売上高は、当社及び在外連結子会社の本邦以外の国又は地域に対する売上高であります。 

リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、関連当事者との取引、税効果会計、退職給付に関する注

記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

 （注）１．前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、各連結会計年度末において

潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

ｃ．海外売上高

  北米地域 アジア地域 欧州地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  4,504,926  3,598,725  3,334,114  189,013  11,626,780

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  19,272,301

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 23.4  18.7  17.3  1.0  60.3

  北米地域 アジア地域 欧州地域 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  3,185,852  2,364,227  1,939,545  216,684  7,706,309

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  12,369,935

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 25.8  19.1  15.7  1.7  62.3

(1）北米地域 米国、カナダ 

(2）アジア地域 中国、韓国、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、ベトナム、フィリピン、イ

ンドネシア、インドなど 

(3）欧州地域 ドイツ、オランダ、イギリス、アイルランド、チェコ、オーストリア、スロバキア

など 

(4）その他の地域 中南米、オセアニア、中近東など 

（注記の省略）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 円 銭1,019 99

１株当たり当期純利益 円 銭82 71

  

１株当たり純資産額 円 銭1,034 11

１株当たり当期純利益 円 銭27 87

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期純利益（千円）  1,468,190  487,509

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,468,190  487,509

期中平均株式数（株）  17,750,679  17,491,504

（重要な後発事象）
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 （1）受注の状況 

①受注高 

②受注残高 

 （2）販売の状況 

  

（受注及び販売の状況）

製品等の区分 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

増減率（%）

取出ロボット  6,663,501  4,721,809  △29.1

ストック装置  414,667  246,428  △40.6

特注機  5,827,843  943,577  △83.8

付属機器等  2,733,734  2,459,181  △10.0

部品・保守修理サービス  1,023,866  910,936  △11.0

合  計  16,663,614  9,281,932  △44.3

製品等の区分 
前連結会計年度末
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

増減率（%）

取出ロボット  468,534  752,325  60.6

ストック装置  21,868  58,176  166.0

特注機  3,822,292  282,852  △92.6

付属機器等  300,611  431,949  43.7

合  計  4,613,306  1,525,304  △66.9

製品等の区分 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

増減率（%）

取出ロボット  7,376,429  4,438,018  △39.8

ストック装置  449,777  210,119  △53.3

特注機  7,526,032  4,483,017  △40.4

付属機器等  2,896,195  2,327,843  △19.6

部品・保守修理サービス  1,023,866  910,936  △11.0

合  計  19,272,301  12,369,935  △35.8
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,340,386 8,818,964

受取手形 1,194,685 873,265

売掛金 3,439,112 2,505,303

有価証券 1,132,200 900,000

商品及び製品 282,044 278,627

仕掛品 2,529,635 539,027

原材料及び貯蔵品 1,103,766 986,539

前払費用 40,233 27,253

繰延税金資産 250,895 182,248

未収還付法人税等 － 234,400

その他 3,684 8,068

貸倒引当金 △13,140 △21,634

流動資産合計 16,303,503 15,332,063

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,067,667 985,293

構築物 24,302 20,703

機械及び装置 22,973 17,880

車両運搬具 1,061 671

工具、器具及び備品 131,223 78,645

土地 1,965,588 2,011,566

建設仮勘定 6,278 6,426

有形固定資産合計 3,219,096 3,121,187

無形固定資産   

電話加入権 11,430 11,430

商標権 1,000 1,295

ソフトウエア 140,418 76,604

無形固定資産合計 152,848 89,330
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 237,282 278,894

関係会社株式 802,827 789,437

出資金 170 170

関係会社出資金 187,132 267,132

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 821 568

関係会社長期貸付金 20,041 19,281

破産更生債権等 7,640 43,812

長期前払費用 96 48

差入保証金 30,408 30,044

繰延税金資産 183,843 86,186

その他 217,932 205,573

投資損失引当金 △16,145 △16,145

貸倒引当金 △27,681 △63,093

投資その他の資産合計 1,644,369 1,641,910

固定資産合計 5,016,314 4,852,427

資産合計 21,319,818 20,184,491

負債の部   

流動負債   

支払手形 382,605 207,087

買掛金 2,356,557 1,393,709

未払金 227,329 250,005

未払費用 59,925 59,939

未払法人税等 196,500 20,300

未払消費税等 65,137 75,375

前受金 16,632 15,700

預り金 11,210 12,801

賞与引当金 246,000 210,000

役員賞与引当金 13,100 10,898

製品保証引当金 108,700 120,100

設備関係支払手形 829 －

流動負債合計 3,684,527 2,375,917

固定負債   

役員退職慰労引当金 87,685 66,780

長期預り保証金 700 560

固定負債合計 88,385 67,340

負債合計 3,772,912 2,443,257
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,985,666 1,985,666

資本剰余金   

資本準備金 2,023,903 2,023,903

資本剰余金合計 2,023,903 2,023,903

利益剰余金   

利益準備金 286,314 286,314

その他利益剰余金   

配当平均積立金 1,000,000 1,000,000

別途積立金 8,700,000 8,700,000

繰越利益剰余金 3,892,872 4,023,071

利益剰余金合計 13,879,187 14,009,386

自己株式 △345,298 △346,098

株主資本合計 17,543,458 17,672,858

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,446 68,374

評価・換算差額等合計 3,446 68,374

純資産合計 17,546,905 17,741,233

負債純資産合計 21,319,818 20,184,491
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 17,785,815 11,513,727

売上原価 11,314,279 7,709,423

売上総利益 6,471,535 3,804,304

販売費及び一般管理費 3,700,928 3,019,795

営業利益 2,770,607 784,508

営業外収益   

受取利息 24,511 41,023

有価証券利息 32,508 8,346

受取配当金 7,467 7,367

仕入割引 18,690 6,394

その他 23,276 18,794

営業外収益合計 106,455 81,926

営業外費用   

売上割引 1,001 548

為替差損 41,196 9,673

リース解約損 － 2,421

その他 162 57

営業外費用合計 42,359 12,701

経常利益 2,834,702 853,734

特別利益   

関係会社株式売却益 18,890 －

特別利益合計 18,890 －

特別損失   

有価証券売却損 453,560 －

固定資産除売却損 2,506 782

投資有価証券評価損 1,293 －

関係会社株式評価損 － 14,738

投資損失引当金繰入額 16,145 －

関係会社貸倒引当金繰入額 29,181 －

特別損失合計 502,686 15,520

税引前当期純利益 2,350,907 838,213

法人税、住民税及び事業税 898,616 235,162

法人税等調整額 △1,659 123,018

法人税等合計 896,957 358,181

当期純利益 1,453,949 480,032
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,985,666 1,985,666

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,985,666 1,985,666

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,023,903 2,023,903

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,023,903 2,023,903

資本剰余金合計   

前期末残高 2,023,903 2,023,903

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,023,903 2,023,903

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 286,314 286,314

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 286,314 286,314

その他利益剰余金   

配当平均積立金   

前期末残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

別途積立金   

前期末残高 8,700,000 8,700,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,700,000 8,700,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,082,937 3,892,872

当期変動額   

剰余金の配当 △644,015 △349,832

当期純利益 1,453,949 480,032

当期変動額合計 809,934 130,199

当期末残高 3,892,872 4,023,071
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 13,069,252 13,879,187

当期変動額   

剰余金の配当 △644,015 △349,832

当期純利益 1,453,949 480,032

当期変動額合計 809,934 130,199

当期末残高 13,879,187 14,009,386

自己株式   

前期末残高 △33,996 △345,298

当期変動額   

自己株式の取得 △311,302 △799

当期変動額合計 △311,302 △799

当期末残高 △345,298 △346,098

株主資本合計   

前期末残高 17,044,826 17,543,458

当期変動額   

剰余金の配当 △644,015 △349,832

当期純利益 1,453,949 480,032

自己株式の取得 △311,302 △799

当期変動額合計 498,632 129,399

当期末残高 17,543,458 17,672,858

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 141,196 3,446

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △137,749 64,927

当期変動額合計 △137,749 64,927

当期末残高 3,446 68,374

評価・換算差額等合計   

前期末残高 141,196 3,446

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △137,749 64,927

当期変動額合計 △137,749 64,927

当期末残高 3,446 68,374
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 17,186,022 17,546,905

当期変動額   

剰余金の配当 △644,015 △349,832

当期純利益 1,453,949 480,032

自己株式の取得 △311,302 △799

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △137,749 64,927

当期変動額合計 360,882 194,327

当期末残高 17,546,905 17,741,233
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 該当事項はありません。 

  

(1) 役員の異動 

１．代表者の異動 

   該当事項はありません。 

  

２．その他の役員の異動（平成22年６月25日付予定） 

 ①新任取締役候補 

    取締役   北 川 康 史（現 執行役員 製造本部責任者 兼 品質保証部責任者） 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他
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