
 

 

平成 23 年 4月 11 日 

各  位                     会 社 名 株 式 会 社 ユ ー シ ン 
代表者名 代表取締役社長   田邊 耕二 

                              （コード番号：6985 東証第一部） 

問合せ先 執行役員 

 経理財務本部長 木下 和重 

                             TEL ：03（5401）4660 

 
業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 23 年４月 11 日開催の取締役会において、以下のとおり、 近の業績の動向等を踏ま

え、平成 23 年１月 14 日の平成 22 年 11 月期決算発表時に開示した平成 23 年 11 月期（平成 22 年 12

月１日～平成 23 年 11 月 30 日）の業績予想を修正することとしましたので、お知らせいたします。 

記 

 

１． 連結業績予想の修正 

第２四半期（平成 22 年 12 月１日～平成 23 年５月 31 日）                   （単位：百万円） 

 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

前回発表予想(A) 
 

30,000 1,600 1,500 800 
円 銭

26 15

今回修正予想(B) 27,000 1,400 900 400 13 07

増減額(B)-(A) △3,000 △200 △600 △400 －

増減率（％） △10.0 △12.5 △40.0 △50.0 －

（ご参考）前期連結実績 

（平成22年 11月期第２四半期） 
30,207 2,760 2,742 1,738 56 14

 

通期（平成 22 年 12 月１日～平成 23 年 11 月 30 日）                        （単位：百万円） 

 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

前回発表予想(A) 
 

61,000 3,400 3,100 1,500 
円 銭

49 03

今回修正予想(B) 54,000 1,700 1,100 500 16 34

増減額(B)-(A) △7,000 △1,700 △2,000 △1,000 －

増減率（％） △11.5 △50.0 △64.5 △66.7 －

（ご参考）前期連結実績 

（平成 22 年 11 月期） 
62,447 5,807 5,637 2,921 94 92
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２． 個別業績予想の修正 

第２四半期（平成 22 年 12 月１日～平成 23 年５月 31 日）                   （単位：百万円） 

 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

前回発表予想(A) 
 

24,000 1,000 900 500 
円 銭

16 34

今回修正予想(B) 20,000 600 200 100 3 27

増減額(B)-(A) △4,000 △400 △700 △400 －

増減率（％） △16.7 △40.0 △77.8 △80.0 －

（ご参考）前期実績 

（平成22年 11月期第２四半期） 
23,798 1,702 1,616 857 27 69

 

通期（平成 22 年 12 月１日～平成 23 年 11 月 30 日）                        （単位：百万円） 

 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

前回発表予想(A) 
 

49,000 2,100 1,800 800 
円 銭

26 15

今回修正予想(B) 42,000 1,300 400 100 3 27

増減額(B)-(A) △7,000 △800 △1,400 △700 －

増減率（％） △14.3 △38.1 △77.8 △87.5 －

（ご参考）前期実績 

（平成 22 年 11 月期） 
49,468 3,616 3,952 1,725 56 08

 

３． 修正の理由 

平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、 終組立メーカーの稼動が低下しております。

当社グループにおいては、生産設備等への被害はほとんどなかったものの、その業績につきまして

は 終組立メーカーの稼動状況によるところが大きく、そのため売上及び営業利益が減収・減益と

なることを予想しております。 

また、米ドルをはじめ、当社の主要通貨が円高傾向にあることにより為替差損が発生したこと、新

工場建設のために行った資金調達において金融機関に対する手数料等が発生したことにより、経常

利益の減額を予想しております。 

 

上記の予想は、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、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可能性があります。 

 
以 上 
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