
１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

平成25年3月期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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 
  

  

  

平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）  
        平成25年８月２日

上場会社名 株式会社ユーシン精機   上場取引所      東証第一部

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８月13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 ％ 

26年３月期第１四半期  3,736  7.6  434  85.4  555  75.1  326  74.4

25年３月期第１四半期  3,472  △1.2  234  △28.5  317  △13.1  186  △14.7

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 557百万円（92.7％）   25年３月期第１四半期 289百万円 （6.1％） 

  
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 

26年３月期第１四半期  18.64  －

25年３月期第１四半期  10.69  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  23,711  20,072  84.1

25年３月期  23,744  19,865  83.4

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 19,951百万円   25年３月期 19,791百万円 

  
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 

25年３月期 － 10.00 － 20.00  30.00

26年３月期 －       

26年３月期（予想）   10.00 － 10.00  20.00

（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、通期は対前期、四半期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）  7,600  3.4  760  2.2  810  0.4  490  1.6  28.02

通期  16,400  11.4  1,800  20.1  2,130  22.0  1,310  17.5  74.90

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※ 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）連結業績予想などの将来予

測情報に関する説明」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） 
26年３月期１Ｑ 17,819,033株 25年３月期 17,819,033株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 329,572株 25年３月期 329,376株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 17,489,513株 25年３月期１Ｑ 17,490,006株
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（１）経営成績に関する説明 

  当連結会計期間における世界経済は、ユーロ圏が景気後退に陥り、新興国の景気も減速傾向となりましたが、好

調なアメリカが景気を支えるという状況でした。当社の関連する業界におきましては、自動車関連及びスマートフ

ォン・タブレット端末等のＩＴ機器関連向けの需要が増加しましたが、全体的には不透明な状態が続いておりま

す。 

  このような情勢の中で当社グループは、省エネ・制振・高速をコンセプトとして開発した主力取出ロボットが、

世界の幅広い地域で認知され販売台数を増やしました。特にアメリカでの販売が好調であった事と、韓国及び中国

におきましても取出ロボットは、省エネ性能が評価され新規顧客からの受注が大幅に増えております。また、特注

機の販売にも回復の動きが出始めてきております。その結果、連結売上高は前期比7.6%増の3,736百万円となりま

した。利益面では、営業利益は前期比85.4%増の434百万円、経常利益は前期比75.1%増の555百万円、四半期純利益

は前期比74.4%増の326百万円となっております。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

総資産は前期末（平成25年3月31日）に比べて33百万円減少し、23,711百万円となりました。 

（負債） 

 負債は前期末に比べて240百万円減少し、3,638百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が223

百万円減少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206百万円増加し、20,072百万円となりました。これは主として為替換算調整勘定が183

百万円増加したことによるものです。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 現時点で、平成25年５月９日発表の決算短信で公表いたしました平成26年３月期の業績予想（第２四半期累計・

通期）に変更はございません。 

    

（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１四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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,345,829 7,047,961

受取手形及び売掛金 4,601,853 4,508,384

有価証券 300,000 300,000

商品及び製品 1,077,587 1,228,006

仕掛品 1,142,033 1,237,951

原材料及び貯蔵品 1,808,738 1,974,646

繰延税金資産 392,745 424,152

その他 370,154 296,759

貸倒引当金 △16,073 △17,667

流動資産合計 17,022,868 17,000,194

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,954,861 1,919,653

土地 3,953,407 3,960,527

その他（純額） 228,151 236,272

有形固定資産合計 6,136,420 6,116,452

無形固定資産 100,007 106,753

投資その他の資産   

投資有価証券 246,287 246,989

繰延税金資産 6,144 6,674

その他 233,423 234,707

貸倒引当金 △686 △673

投資その他の資産合計 485,169 487,698

固定資産合計 6,721,597 6,710,904

資産合計 23,744,465 23,711,099



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,719,798 1,496,224

未払金 907,062 740,814

未払法人税等 280,914 213,589

前受金 264,646 307,510

賞与引当金 192,000 100,000

役員賞与引当金 19,720 6,000

製品保証引当金 127,013 136,489

その他 188,950 422,524

流動負債合計 3,700,105 3,423,152

固定負債   

役員退職慰労引当金 66,780 66,780

その他 111,957 148,546

固定負債合計 178,737 215,326

負債合計 3,878,843 3,638,479

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 16,390,498 16,366,707

自己株式 △348,598 △348,953

株主資本合計 20,051,469 20,027,323

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 58,239 58,430

為替換算調整勘定 △317,906 △134,456

その他の包括利益累計額合計 △259,667 △76,026

少数株主持分 73,819 121,322

純資産合計 19,865,622 20,072,620

負債純資産合計 23,744,465 23,711,099



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,472,946 3,736,098

売上原価 2,237,624 2,132,150

売上総利益 1,235,321 1,603,947

販売費及び一般管理費 1,000,893 1,169,275

営業利益 234,428 434,672

営業外収益   

受取利息 4,318 3,978

受取配当金 1,974 2,234

仕入割引 2,727 3,384

為替差益 69,815 104,857

その他 5,707 7,227

営業外収益合計 84,543 121,681

営業外費用   

売上割引 418 254

その他 1,139 332

営業外費用合計 1,558 587

経常利益 317,414 555,767

特別利益   

固定資産売却益 38 1,302

特別利益合計 38 1,302

特別損失   

固定資産除売却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 317,453 557,068

法人税等 115,334 199,682

少数株主損益調整前四半期純利益 202,118 357,386

少数株主利益 15,155 31,384

四半期純利益 186,963 326,002



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 202,118 357,386

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △26,709 190

為替換算調整勘定 113,729 199,569

その他の包括利益合計 87,020 199,759

四半期包括利益 289,138 557,146

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 270,143 509,643

少数株主に係る四半期包括利益 18,995 47,502



該当事項はありません。 

    

該当事項はありません。 

    

 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30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△70,173千円には、セグメント間取引消去1,070千円、棚卸資産の調整

額△71,244千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。 

  

  当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30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△62,310千円には、セグメント間取引消去1,702千円、棚卸資産の調整額

△64,012千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。 

  

（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）

 （株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

 （セグメント情報）

  （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 
 2,250,974  411,140  772,614  38,217  3,472,946 －  3,472,946

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 859,801  3,304  83,269  220  946,595  (946,595) － 

計  3,110,776  414,444  855,883  38,437  4,419,542  (946,595)  3,472,946

セグメント利益又は

損失（ ） 
 232,510  28,783  53,364 (10,056)  304,602  (70,173)  234,428

  （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 
 2,012,417  602,026  820,426  301,228  3,736,098 －  3,736,098

セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

 1,233,742  3,124  77,088  1,409  1,315,365  (1,315,365) － 

計  3,246,159  605,150  897,515  302,638  5,051,463  (1,315,365)  3,736,098

セグメント利益  193,036  89,049  106,352  108,544  496,982  (62,310)  434,672



（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１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

  
当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日） 

４．補足情報

製品等の区分 
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

  

  
  

前年同期比 
（％）  
  

取出ロボット（千円）  2,836,221  3,254,775 114.8

特注機（千円）  158,585  609,743 384.5

部品・保守サービス（千円）  584,035  587,292 100.6

合 計（千円）  3,578,842  4,451,811 124.4

製品等の区分 
前第１四半期連結会計期間末 

（平成24年６月30日） 

  
当第１四半期連結会計期間末 

（平成25年６月30日） 
  

  
前年同期比 
（％） 

  

取出ロボット（千円）  1,914,335  2,283,675 119.3

特注機（千円）  592,321  378,947 64.0

部品・保守サービス（千円）  180,574  176,132 97.5

合 計（千円）  2,687,231  2,838,754 105.6

製品等の区分 
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

  
当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

  

  
前年同期比 
（％） 
  

取出ロボット（千円）  2,516,802  2,598,052  103.2

特注機（千円）  394,092  580,638  147.3

部品・保守サービス（千円）  562,051  557,407  99.2

合 計（千円）  3,472,946  3,736,098  107.6

  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）  432,900  1,865,864  63,249  46,549  2,408,564

Ⅱ 連結売上高（千円）                          3,472,946

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 12.5  53.7  1.8  1.3  69.4

  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）  631,579  1,658,727  374,426  84,075  2,748,809

Ⅱ 連結売上高（千円）                          3,736,098

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 16.9  44.4  10.0  2.3  73.6
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