
１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

平成25年3月期（予想）の期末配当金の内訳：普通配当10円00銭、記念配当10円00銭 

  

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日） 

  

  

  

平成25年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）  
        平成25年２月５日

上場会社名 株式会社ユーシン精機   上場取引所      東 

コード番号 6482 ＵＲＬ  http://www.yushin.com 

代 表 者（役職名） 代表取締役社長 （氏名）小谷 眞由美 

問合せ先責任者（役職名） 専務取締役 （氏名）木村  賢 ＴＥＬ075-933-9168   

四半期報告書提出予定日 平成25年２月14日  配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無     

四半期決算説明会開催の有無  ：無   

  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（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 ％ 

25年３月期第３四半期  10,642  △0.8  939  △2.8  1,015  7.8  616  8.8

24年３月期第３四半期  10,730  21.7  966  38.6  941  41.5  566  37.3

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 693百万円（53.9％） 24年３月期第３四半期 450百万円 （59.3％） 

  
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 

25年３月期第３四半期  35.24  －

24年３月期第３四半期  32.37  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第３四半期  23,088  19,131  82.5

24年３月期  22,641  18,787  82.8

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 19,038百万円   24年３月期 18,753百万円 

  
年間配当金 

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 

24年３月期 － 10.00 － 10.00  20.00

25年３月期 －   10.00  －    

25年３月期（予想）   20.00  30.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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 
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  14,600  2.5  1,460  14.7  1,610  27.2  900  15.6  51.46

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※ 注記事項 

新規  －社  （社名）、   除外  －社  （社名） 

  
  

（注）詳細は、添付資料Ｐ.２「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結

財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 
  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であ

り、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手

続きは終了していません。 
  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  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

合理的である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。業績予想の前提となる条件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、添付資料P.２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性

的情報」をご覧ください。 
  

（１）当四半期連結累計期間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）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無

②  ①以外の会計方針の変更              ： 無

③  会計上の見積りの変更                ： 無

④  修正再表示                          ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を

含む） 
25年３月期３Ｑ 17,819,033株 24年３月期 17,819,033株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 329,241株 24年３月期 328,960株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 17,489,915株 24年３月期３Ｑ 17,490,404株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間における世界経済は、北米やアジアが緩やかな回復基調でしたが、欧州の債務・金融

不安と中国経済の成長鈍化から、勢いに欠ける状況でした。わが国経済は、期後半には政権交代への期待から円

安・株高傾向になりましたが、期を通じての実体経済は依然として厳しい状況でした。当社の関連する業界におき

ましては、自動車関連向けが堅調だったものの、ＩＴ・電子機器関連向けは力強さを欠きました。   

 このような情勢の中で当社グループは、日本機械学会賞（技術）を受賞した 適設計技術導入のＹＣシリーズ

が、高速・軽量・省エネという優位性を認められ、取出ロボットの売上を伸ばしました。しかし、特注機が予想を

下回ったため、連結売上高は前期比0.8%減の10,642百万円となりました。利益面では、営業利益は前期比2.8％減

の939百万円、経常利益は前期比7.8%増の1,015百万円、四半期純利益は前期比8.8%増の616百万円となっておりま

す。     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 総資産は前期末（平成24年3月31日）に比べて446百万円増加し、23,088百万円となりました。これは現金及び預

金が501百万円、受取手形及び売掛金が382百万円減少しましたが、新工場の建設仮勘定を含む有形固定資産その他

が687百万円、仕掛品が397百万円、商品及び製品が237百万円増加したことによるものです。 

（負債） 

 負債は前期末に比べて102百万円増加し、3,957百万円となりました。これは未払法人税等が212百万円減少しま

したが、設備関係未払金が330百万円増加したことによるものです。 

（純資産） 

 純資産は前期末に比べて343百万円増加し、19,131百万円となりました。これは利益剰余金が266百万円増加した

ことによるものです。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の業界動向などを踏まえ業績予想の見直しを行った結果、平成24年11月６日に公表いたしました平成25年３

月期の通期業績予想（連結、個別）を下方修正しております。詳細は本日発表した「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご覧ください。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はございません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用につきましては、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はございません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,747,068 7,245,548

受取手形及び売掛金 4,670,510 4,287,871

有価証券 300,000 300,000

商品及び製品 898,193 1,135,995

仕掛品 856,105 1,253,568

原材料及び貯蔵品 1,861,430 1,905,218

繰延税金資産 365,173 389,783

その他 283,833 267,226

貸倒引当金 △18,123 △15,768

流動資産合計 16,964,191 16,769,444

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 994,896 941,921

土地 3,935,369 3,937,874

その他（純額） 174,929 862,161

有形固定資産合計 5,105,195 5,741,957

無形固定資産 81,147 88,391

投資その他の資産   

投資有価証券 241,443 246,462

繰延税金資産 16,865 10,333

その他 271,419 232,036

貸倒引当金 △38,589 △415

投資その他の資産合計 491,139 488,417

固定資産合計 5,677,481 6,318,766

資産合計 22,641,673 23,088,211



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,314,053 2,321,080

未払金 449,335 382,605

未払法人税等 300,968 88,535

前受金 209,459 302,509

賞与引当金 180,000 97,000

役員賞与引当金 16,950 15,300

製品保証引当金 104,897 84,036

設備関係未払金 19,089 350,018

その他 133,545 169,547

流動負債合計 3,728,298 3,810,633

固定負債   

役員退職慰労引当金 66,780 66,780

その他 59,250 79,668

固定負債合計 126,030 146,448

負債合計 3,854,328 3,957,082

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 15,625,496 15,891,955

自己株式 △347,903 △348,368

株主資本合計 19,287,162 19,553,157

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 47,576 49,999

為替換算調整勘定 △581,173 △564,997

その他の包括利益累計額合計 △533,596 △514,997

少数株主持分 33,778 92,969

純資産合計 18,787,344 19,131,129

負債純資産合計 22,641,673 23,088,211



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 10,730,692 10,642,784

売上原価 6,728,472 6,592,308

売上総利益 4,002,220 4,050,475

販売費及び一般管理費 3,035,239 3,110,838

営業利益 966,980 939,636

営業外収益   

受取利息 21,260 14,474

受取配当金 4,798 4,592

仕入割引 7,844 7,853

為替差益 － 32,077

その他 16,022 19,201

営業外収益合計 49,926 78,199

営業外費用   

売上割引 336 710

為替差損 70,467 －

その他 4,301 1,701

営業外費用合計 75,105 2,411

経常利益 941,801 1,015,424

特別利益   

固定資産売却益 992 38

投資有価証券売却益 615 －

特別利益合計 1,608 38

特別損失   

固定資産除売却損 327 873

投資有価証券評価損 588 －

特別損失合計 915 873

税金等調整前四半期純利益 942,493 1,014,589

法人税等 361,389 340,029

少数株主損益調整前四半期純利益 581,103 674,560

少数株主利益 14,901 58,301

四半期純利益 566,202 616,258



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 581,103 674,560

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24,726 2,423

為替換算調整勘定 △105,456 16,825

その他の包括利益合計 △130,183 19,248

四半期包括利益 450,920 693,808

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 440,219 634,858

少数株主に係る四半期包括利益 10,701 58,950



 該当事項はありません。 

   

   

〔セグメント情報〕 

 Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

    報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△6,998千円には、セグメント間取引消去6,484千円、棚卸資産の調整額

△13,483千円が含まれております。 

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31日） 

    報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．セグメント利益の調整額△44,330千円には、セグメント間取引消去20,642千円、棚卸資産の調整額

△64,973千円が含まれております。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

  

 該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

日本 米国 アジア 欧州 

売上高               

外部顧客への売上

高 
 7,230,870  1,375,963  1,978,315  145,544  10,730,692 －  10,730,692

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 2,466,265  10,402  138,847  10,921  2,626,437 (2,626,437) － 

計  9,697,135  1,386,365  2,117,163  156,465  13,357,129 (2,626,437)  10,730,692

セグメント利益又は

損失（ ） 
 656,647  152,922  167,929 (3,519)  973,979 (6,998)  966,980

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

日本 米国 アジア 欧州 

売上高               

外部顧客への売上

高 
 6,245,179  1,473,876  2,598,552  325,175  10,642,784 －  10,642,784

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 2,559,019  4,007  191,807  3,686  2,758,520 (2,758,520) － 

計  8,804,199  1,477,883  2,790,360  328,861  13,401,305 (2,758,520)  10,642,784

セグメント利益  571,058  137,293  270,103  5,511  983,967 (44,330)  939,636

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



（１）受注及び販売の状況 

ａ.受注の状況 

①受注高 

  

②受注残高 

  

ｂ.販売の状況 

  

（２）海外売上高  

前第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31日） 

４．補足情報

製品等の区分 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

  

  
  

前年同期比 
（％）  
  

取出ロボット（千円）  6,931,127  7,827,748 112.9

特注機（千円）  1,848,774  1,062,452 57.5

部品・保守サービス（千円）  1,547,539  1,832,877 118.4

合 計（千円）  10,327,441  10,723,078 103.8

製品等の区分 
前第３四半期連結会計期間末 

（平成23年12月31日） 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成24年12月31日） 
  

  
前年同期比 
（％） 

  

取出ロボット（千円）  1,640,340  1,780,243 108.5

特注機（千円）  624,543  679,321 108.8

部品・保守サービス（千円）  147,144  202,065 137.3

合 計（千円）  2,412,028  2,661,629 110.3

製品等の区分 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

  

  
前年同期比 
（％） 
  

取出ロボット（千円）  6,813,818  7,642,420  112.2

特注機（千円）  2,310,491  1,210,960  52.4

部品・保守サービス（千円）  1,606,382  1,789,403  111.4

合 計（千円）  10,730,692  10,642,784  99.2

  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）  1,965,686  4,127,658  699,100  117,332  6,909,778

Ⅱ 連結売上高（千円）                          10,730,692

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 18.3  38.5  6.5  1.1  64.4

  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）  1,519,854  5,058,918  410,338  121,018  7,110,130

Ⅱ 連結売上高（千円）                          10,642,784

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 14.3  47.5  3.9  1.1  66.8
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