
 

 

2019年８月８日 

各      位 

会 社 名  ミネベアミツミ株式会社 

代表者名  代表取締役会長兼社長執行役員 

          貝沼 由久 

（コード番号 ６４７９  東証第１部                ） 

問合せ先  取締役 専務執行役員 

          上原 周二 

（ＴＥＬ． ０３-６７５８-６７１１） 

 

 

上場廃止となった子会社（株式会社ユーシン）の決算開示について 

 

2019年８月５日付で上場廃止となりました株式会社ユーシンの2019年12月期第２四半期決算短信を別

紙の通りお知らせいたします。 

 

以  上 
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2019年12月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
    2019年８月８日 

会社名 株式会社ユーシン  

ＵＲＬ   http://www.u-shin.co.jp/  

代表者 （役職名） 代表取締役社長 社長執行役員 （氏名）岡部 哉慧 

問合せ先責任者 （役職名） 執行役員 経理財務本部長 （氏名）田尾 和也 ＴＥＬ  03-5539-6063 

四半期報告書提出予定日 － 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） 

１．2019年12月期第２四半期の連結業績（2019年１月１日～2019年６月30日） 

（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 
親会社株主に帰属する 

四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2019年12月期第２四半期 69,917 △12.6 1,674 △49.1 1,491 △35.8 △1,378 － 

2018年12月期第２四半期 80,013 － 3,288 － 2,324 － 982 － 
 
（注）包括利益 2019年12月期第２四半期 △472 百万円 （－％）  2018年12月期第２四半期 △692 百万円 （－％） 

 

 
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 

2019年12月期第２四半期 △41.63 － 

2018年12月期第２四半期 31.05 － 
（注）2017年12月期より決算日を11月30日から12月31日に変更したことに伴い、前第２四半期(2018年１月１日から2018年６月30日)について

は、比較対象となる期間が異なるため、対前年同四半期増減率を記載しておりません。 

 

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

2019年12月期第２四半期 120,206 24,614 20.5 

2018年12月期 117,238 25,456 21.7 
 
（参考）自己資本 2019年12月期第２四半期 24,592 百万円  2018年12月期 25,433 百万円 

（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用して

おり、2018年12月期に係る総資産及び自己資本比率については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値となっております。 

 

２．配当の状況 

 
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 
2018年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00 

2019年12月期 － 0.00    

（注） 当社は、2019年４月10日付でミネベアミツミ株式会社による当社の普通株式に対する公開買付けが成立し、同社が新たに当社の親会社

及び主要株主である筆頭株主に該当することとなりました。その後、株式の併合、単元株式数の定めの廃止及び定款一部変更に係る議案

について、2019年７月８日開催の臨時株主総会に付議いたしましたところ、いずれも原案どおり承認可決されました。 

この結果、当社の普通株式は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程に定める上場廃止基準に該当し、2019年８月５日に上場廃止

となったことから、2019年12月期の配当予想及び連結業績予想は記載しておりません。 
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※  注記事項 

（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）：有 

新規  －社  （社名）－、 除外  1社  （社名）YUHSHIN U.S.A. LTD. 

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動） 

第１四半期連結会計期間において、当社の特定子会社であったYUHSHIN U.S.A. LTD.は、現地の法令に従い必要な手続きが完了し、

2019年３月５日付で清算が結了したことにより、当社の特定子会社に該当しないこととなり、第１四半期連結会計期間より、連結の範

囲から除外しております。 
 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：有 

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 

（会計方針の変更） 

海外連結子会社において、第１四半期連結会計期間の期首からIFRS 第16号（リース）を適用しております。IFRS 第16号の適用に当

たっては、経過措置として認められている、本基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。 

 これに伴い、過去にIAS 第17号を適用してオペレーティング・リースに分類した借手としてのリースについては、適用開始日に有形

固定資産及びリース債務を認識しております。 

 なお、当第２四半期連結累計期間の損益に及ぼす影響は軽微であります。 

 

（４）発行済株式数（普通株式） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2019年12月期２Ｑ 33,791,586 株 2018年12月期 33,791,586 株 

②  期末自己株式数 2019年12月期２Ｑ 672,647 株 2018年12月期  672,202 株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 2019年12月期２Ｑ 33,119,161 株 2018年12月期２Ｑ 31,637,092 株 

 

※ その他特記事項 

「２．配当の状況」に記載のとおり、当社は 2019年８月５日付で東京証券取引所上場廃止となりました。 

この決算概要は四半期決算短信に準じて作成したものであります。 
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四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 

  （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2018年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(2019年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,698 22,513 

受取手形及び売掛金 24,199 24,730 

電子記録債権 3,085 6,306 

商品及び製品 6,944 6,408 

仕掛品 1,696 1,669 

原材料及び貯蔵品 7,884 7,149 

その他 5,360 5,187 

貸倒引当金 △738 △712 

流動資産合計 70,133 73,252 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,677 14,080 

機械装置及び運搬具（純額） 7,514 7,346 

工具、器具及び備品（純額） 3,715 3,864 

土地 8,543 9,414 

建設仮勘定 3,055 2,270 

有形固定資産合計 35,506 36,975 

無形固定資産 892 770 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,659 6,099 

その他 4,126 3,191 

貸倒引当金 △83 △83 

投資その他の資産合計 10,702 9,207 

固定資産合計 47,102 46,953 

繰延資産 2 0 

資産合計 117,238 120,206 
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  （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2018年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 

(2019年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,114 18,318 

電子記録債務 7,280 7,023 

短期借入金 13,506 26,343 

1年内償還予定の社債 200 100 

1年内返済予定の長期借入金 8,838 18,703 

製品補償引当金 762 3,994 

その他の引当金 1,771 2,449 

その他 17,252 10,822 

流動負債合計 67,726 87,754 

固定負債   

長期借入金 19,784 3,385 

引当金 404 377 

退職給付に係る負債 3,210 3,242 

その他 656 832 

固定負債合計 24,055 7,837 

負債合計 91,782 95,591 

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,206 15,206 

資本剰余金 15,308 15,308 

利益剰余金 △2,832 △4,580 

自己株式 △513 △514 

株主資本合計 27,168 25,420 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,626 1,422 

繰延ヘッジ損益 △154 － 

為替換算調整勘定 △3,149 △2,199 

退職給付に係る調整累計額 △57 △50 

その他の包括利益累計額合計 △1,734 △828 

非支配株主持分 23 22 

純資産合計 25,456 24,614 

負債純資産合計 117,238 120,206 
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（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２四半期連結累計期間） 

  （単位：百万円） 

 

前第２四半期連結累計期間 

(自 2018年１月１日 

 至 2018年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 2019年１月１日 

 至 2019年６月30日) 

売上高 80,013 69,917 

売上原価 70,788 62,047 

売上総利益 9,225 7,869 

販売費及び一般管理費 5,936 6,194 

営業利益 3,288 1,674 

営業外収益   

受取利息及び配当金 254 196 

為替差益 － 143 

その他 135 124 

営業外収益合計 390 465 

営業外費用   

支払利息 214 144 

コミットメントライン手数料 243 11 

金利スワップ費用 － 252 

為替差損 489 － 

償却原価法による新株予約権付社債利息 130 － 

その他 276 240 

営業外費用合計 1,354 648 

経常利益 2,324 1,491 

特別利益   

固定資産売却益 6 89 

投資有価証券売却益 867 735 

その他 17 78 

特別利益合計 891 902 

特別損失   

固定資産除売却損 6 11 

減損損失 70 45 

製品補償引当金繰入額 105 2,503 

事業構造改善引当金繰入額 348 413 

為替換算調整勘定取崩損 － 582 

その他 26 1 

特別損失合計 558 3,559 

税金等調整前四半期純利益又は 

税金等調整前四半期純損失（△） 
2,657 △1,164 

法人税、住民税及び事業税 1,330 203 

法人税等調整額 343 10 

法人税等合計 1,674 214 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 983 △1,378 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） 
1 △0 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） 
982 △1,378 
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第２四半期連結累計期間） 

  （単位：百万円） 

 

前第２四半期連結累計期間 

(自 2018年１月１日 

 至 2018年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 2019年１月１日 

 至 2019年６月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 983 △1,378 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,062 △204 

繰延ヘッジ損益 1 154 

為替換算調整勘定 △606 949 

退職給付に係る調整額 △8 7 

その他の包括利益合計 △1,676 906 

四半期包括利益 △692 △472 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △693 △471 

非支配株主に係る四半期包括利益 1 △0 

 

 

 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 
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