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（百万円未満切捨て） 
１．平成２０年３月期の業績（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日） 
(1)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  ％

20 年３月期 48,006      9.9 1,222    △3.3 1,260    △9.9 730   △9.8

19 年３月期 43,694     11.0 1,264     17.4 1,397     14.9 809    23.1
 

 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 ％ ％ ％

20 年３月期 42.13 － 4.8 5.2 2.5 

19 年３月期 47.78 － 5.6 6.1 2.9 

（参考） 持分法投資損益 20 年３月期  13 百万円    19 年３月期  2 百万円 
 
(2)財政状態 

 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

20 年３月期 24,757 15,495 62.6 893.98

19 年３月期 24,022 15,068 62.7 869.26

（参考） 自己資本 20 年３月期  15,495 百万円    19 年３月期  15,068 百万円 
 
(3)キャッシュ･フローの状況 

 
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

20 年３月期 △1,694 △2 338 1,681

19 年３月期 △73 17 1,233 3,040
 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
純資産 
配当率 

  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年３月期 － 15.00 15.00 260 31.4 1.8

20 年３月期 － 20.00 20.00 346 47.5 2.2

21 年３月期 
（予想） 

10.00 10.00 20.00 － 47.0 －

 
 
３．平成２１年３月期の業績予想（平成２０年４月１日～平成２１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） 
 

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 24,500    1.2 627  7.5   595  △4.4  345  △3.5 19   94 

通   期 49,400    2.9 1,312    7.4 1,270    0.8  736    0.9 42   52 

 
 

nagashima
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４．その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更   無 
② ①以外の変更          無 

  
 

(2) 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) 20 年３月期 17,932,595 株 19 年３月期 17,932,595 株

② 期末自己株式数 20 年３月期 599,647 株 19 年３月期 597,447 株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、21 ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 
 

＊ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 業績予想はリース基準を適用した場合の影響が反映されていません。 
2. 上記予想は、本資料の発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、

実際の業績は、今後種々の要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

（当事業年度の経営成績） 

当事業年度におけるわが国経済は、前半は米国市場が好景気だった影響により、米国向け輸出を中心に、欧州・

アジア地区の需要増も加わった結果、製造業が牽引役となり好調に推移しました。しかしながら後半は、個人消

費は比較的堅調を維持したものの、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の後退、円高、原油高などの

要因により、全体的には減速局面に入りました。 

エレクトロニクス業界では、デジタル家電市場を中心に伸張しておりますが、各社間での競争が激化しており、

企業の事業再編が始まりました。 

当社では、主力であるイメージセンサーが、高画素数化による販売単価増や、携帯電話以外にも、デジタルカ

メラに採用され始めたことにより、売上が伸張しました。また、メモリーカード類向けにフラッシュメモリが本

格採用されたことにより、半導体部門の売上増に貢献しました。バーコード機器類は、流通チャンネル変更の影

響もあり、堅調を維持いたしましたが、ソフトウェアは、ゲーム機器市場の入れ替え需要が一巡した影響により、

売上が減少いたしました。利益面においては、競争激化に伴う粗利率の低下や、為替変動の影響を強く受け減益

となりました。 

その結果、売上高 480 億６百万円（前年同期比 9.9％増）、経常利益 12 億 60 百万円（前年同期比 9.9％減）、 

当期純利益 7 億 30 百万円（前年同期比 9.8％減）となりました。 

 

当事業年度の品種別業績は以下のとおりであります。 

＜半導体＞ 

半導体部門では、主力であるイメージセンサーが、高画素数化による販売単価増や、携帯電話以外にも、デジ

タルカメラに採用され始めたことにより、売上が伸張しました。また、メモリーカード類向けにフラッシュメモ

リが本格採用されたことにより、半導体部門の売上増に貢献しました。また、光ファイバー通信が普及期に向か

い始め、専用チップセットの出荷が増え、省エネ電源用 IC もエアコン・白物家電向けに伸張しました。 

その結果、売上高 300 億 53 百万円（前年同期比 16.7％増）となりました。 

＜電子部品＞ 

電子部品部門では、主力である保護素子類が、デジタルテレビ、ゲーム機コントローラーなどに採用され売上

に貢献しました。また、シリコンマイクは、携帯電話市場にも広く浸透し、パソコン市場向けにはデジタルマイ

クの出荷も始まりました。 

その結果、売上高 82 億 27 百万円（前年同期比 7.8％増）となりました。 

＜情報機器＞ 

情報機器部門では、バーコード機器類は、モトローラ社のディストリビューターになったことから売上増があ

ったものの、大型案件が終息した影響から、トータルでは、売上が減少しました。 

その結果、売上高 56 億 22 百万円（前年同期比 5.4％減）となりました。 

＜ソフトウェア＞ 

ソフトウェア部門では、組み込み機器用 OS ソフトウェアは、ゲーム機器市場の入れ替え需要が一巡した影響に

より、売上が減少いたしました。また、パソコンショップなどのオリジナルパソコン向け OS ソフトウェアについ

ても、新製品発表による買い控え影響などにより、売上は減少いたしました。 

その結果、売上高 41 億３百万円（前年同期比 5.8％減）となりました。 

 

翌事業年度の見通しにつきましては、北京オリンピックに向けて、各デジタル家電メーカーが増産計画を打ち

立てており、売上に関しては、好調を維持できる見通しです。しかしながら、米国景気の動向に左右される懸念

もあり、不透明感は拭えません。 

以上の状況を踏まえ、平成 21 年３月期の業績の見通しは、売上高 494 億円（前年同期比 2.9％増）、経常利益

12 億 70 百万円（前年同期比 0.8％増）、当期純利益７億 36 百万円（前年同期比 0.9％増）を予想しております。 

次期の品種別売上予想は以下のとおりであります。     

中間期 通期 

    売上高 

（百万円） 

増減率

(％) 

売上高 

（百万円） 

増減率

(％) 

半導体 15,600 2.6 31,520 4.9

電子部品 4,120 △4.1 8,500 3.2

情報機器 3,250 18.0 6,490 15.3

ソフトウェア 1,530 △21.5 2,890 △29.6

合計 24,500 1.2 49,400 2.9
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末における資産の残高は、247 億 57 百万円となり、前事業年度と比較して７億 34 百万円増加い

たしました。これは売上債権（売掛金・受取手形）の増加 21 億 50 百万円、運転資金に充当した現預金の減少

13 億 58 百万円が主な要因です。 

負債の残高は 92 億 61 百万円となり、前事業年度と比較して 3 億 8 百万円増加致しました。これは運転資金

の為の短期借入金 6億円の増加と支払債務（支払手形・買掛金）の減少 1億 2百万円が主な要因です。 

純資産につきましては 4 億 26 百万円増加しております。その主な要因は、繰越利益剰余金４億 70 百万円で

あります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して 13 億 58 百万

円減少し、16 億 81 百万円（前年同期比 44.7％減）となりました。その主な要因は、売上債権（売掛金・受取

手形）の増加に伴い運転資金に充当したことによるものであります。 

  

当事業年度中における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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） 

当事業年度において、営業活動の結果使用した資金は、16 億 94 百万円（前期は 73 百万円使用）となりま

した。これは主に、税引前当期純利益が 12 億 60 百万円（前年同期比 10.1％減）と増加しましたが、反面、

売上債権の増加額が 21 億 50 百万円あったこと、仕入債務の減少が 1 億 1百万円となったこと、たな卸資産の

増加額が 11 百万円あったこと、法人税等が、当事業年度においては 5億 27 百万円の支払いとなったことによ

るものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において、投資活動の結果使用した資金は、2百万円（前期は 17 百万円獲得）となりました。 

これは主に、敷金等の回収による収入が 16 百万円ありましたが、反面、固定資産の取得による支出が 24

百万円あったことによるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度において、財務活動の結果獲得した資金は、3 億 38 百万円（前期は 12 億 33 百万円獲得）とな

りました。 

これは主に、短期借入金の純増加額が 6 億円あったこと、反面、配当金の支払額が 2 億 59 百万円あったこ

とによるものであります。 

 
（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 平成 16 年
３月期 

平成 17 年
３月期 

平成 18 年
３月期 

平成 19 年
３月期 

平成 20 年
３月期 

自己資本比率（％） 60.1 65.2 63.9 62.7 62.6 

時価ベースの自己資本
比率（％） 

47.8 56.0 59.9 55.1 44.0 

債務償還年数（年） － 2.9 － － － 

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ（倍） 

－ 44.4 － － － 

自己資本比率： 純資産／総資産 

時価ベースの自己資本比率： 株式時価総額／総資産 

(注)１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

  ２．総資産は、株式時価総額＋負債合計により算出しております。 

債務償還年数： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当事業年度・翌事業年度の配当 

当社は、かねてより「株主重視」の姿勢のもと、長期的な視野に立ち、安定的配当の継続と企業発展のために

必要な投資のための内部留保の充実を基本方針としてまいりました。今後もこの方針を堅持しつつ、経営基盤を

強化し将来の継続した利益の確保と企業価値の増大を図り、株主への還元に努めてまいります。 

当事業年度の配当金につましては、期末配当を５円増配し、1株当たり２０円とすることを６月末の株主総会

に付議することといたしました。 

また、次期の配当金につきましては、中間配当金１０円、期末配当金１０円（年間配当金２０円）とする予定

です。 
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２．企業集団の状況 
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、関連会社６社及びその他の関係会社１社により構成され、

半導体、電子部品、情報機器、ソフトウェアの販売を主たる業務としております。 

またユニダックス（ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ）ＰＴＥ ＬＴＤは当事業年度より関連会社となりました。 

各事業における取扱主要商品及び当社グループ各社の位置づけは、次のとおりであります。 

 

(1) 半導体 主要商品 CPU、メモリー、特定用途向け IC、汎用 IC 

(2) 電子部品 主要商品 ヒューズ、スイッチ、ノイズフィルター、通信用トランス 

(3) 情報機器 主要商品 マイコン開発支援装置、ワークステーション、バーコード機器 

(4) ソフトウェア 主要商品 パソコンオペレーティングソフト、３次元機械設計自動化ツール 

関連会社であるユニダックス エレクトロニクス ＬＴＤグループ（ユニダックス エレクトロニクス ＬＴＤ及

びその子会社であるユニダックス（ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ）ＰＴＥ ＬＴＤ、ユニダックス（ＨＫ）ＬＴＤ及びその

他３社）は当社の取扱商品全般を販売しております。 

［事業系統図］ 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な会社の経営戦略、（４）会社の対処す

べき課題 

平成１９年３月期中間決算短信（非連結）（平成 18 年 11 月 10 日開示）により開示を行った内容から重要な変

更がないため開示を省略しております。 

当該中間決算短信（非連結）は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.unidux.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

商　　品　　販　　売

　　* 1 ﾕﾆﾀﾞｯｸｽ ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ　LTD
ユ

ニ
* 2 菱洋エレクトロ㈱ 　

　　* 1 ﾕﾆﾀﾞｯｸｽ （SINGAPORE）PTE　LTD 商品購入
ダ

ッ

　　* 1 ﾕﾆﾀﾞｯｸｽ （HK）　LTD
ク

商品販売
ス

(注)　* 1 関連会社

　　* 1 その他　３社
㈱

 　　　* 2 その他の関係会社

当社

商　　品　　購　　入

得　　　　　意　　　　　先

仕　　　　　入　　　　　先
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４．財務諸表 

（１）貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  3,040,004 1,681,470 △1,358,533

２．受取手形 ＊２ 1,596,279 1,165,314 △430,964

３．売掛金 ＊１ 14,613,676 17,195,430 2,581,754

４．商品  3,149,497 3,160,801 11,304

５．前払費用  48,871 52,079 3,207

６．繰延税金資産  138,770 130,756 △8,014

７．その他  11,410 17,624 6,214

８．貸倒引当金  △3,242 △1,836 1,405

流動資産合計  22,595,269 94.1 23,401,642 94.5 806,373

Ⅱ 固定資産   

(1)有形固定資産   

１．建物  86,133 86,133  

減価償却累計額  68,641 17,491 68,976 17,156 △335

２．車輌運搬具  94,093 95,856  

減価償却累計額  34,704 59,389 43,645 52,210 △7,178

３．工具器具備品  71,805 71,805  

減価償却累計額  66,284 5,520 67,787 4,018 △1,502

有形固定資産合計  82,401 0.3 73,384 0.3 △9,016

(2)無形固定資産   

１．ソフトウェア  240 － △240

２．電話加入権  13,221 13,221 －

無形固定資産合計  13,461 0.1 13,221 0.1 △240



ユニダックス㈱(9897)平成 20 年３月期決算短信（非連結） 

－  － 

  

8

  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

構成比
（％）

増減 
（千円） 

(3)投資その他の資産   

１．投資有価証券  782,175 725,817 △56,358

２．関係会社株式  19,385 19,385 －

３．破産更生債権等  9,951 14,738 4,787

４．敷金・保証金  296,645 279,940 △16,704

５．繰延税金資産  226,513 235,955 9,442

６．その他  39,584 27,692 △11,891

７．貸倒引当金  △42,765 △34,543 8,222

投資その他の資産合
計 

 1,331,488 5.5 1,268,986 5.1 △62,501

固定資産合計  1,427,350 5.9 1,355,592 5.5 △71,758

資産合計  24,022,620 100.0 24,757,235 100.0 734,614

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形 ＊２ 748,519 548,922 △199,597

２．買掛金 ＊１ 3,465,918 3,563,168 97,250

３．短期借入金  3,400,000 4,000,000 600,000

４．未払金  64,535 67,451 2,916

５．未払費用  38,027 38,523 495

６．未払法人税等  266,051 240,031 △26,019

７．賞与引当金  189,000 186,000 △3,000

８．その他  154,875 39,012 △115,863

流動負債合計  8,326,929 34.7 8,683,110 35.1 356,181
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20年３月31日） 
 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

増減 
（千円） 

構成比
（％）

増減 
（千円） 

Ⅱ 固定負債   

１．退職給付引当金  625,997 577,838 △48,158

２．その他  1,000 1,000 －

固定負債合計  626,997 2.6 578,838 2.3 △48,158

負債合計  8,953,926 37.3 9,261,949 37.4 308,022

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  4,800,338 20.0 4,800,338 19.4 －

２．資本剰余金   

(1)資本準備金  5,103,720 5,103,720  

(2)その他資本剰余金  257,025 257,025  

資本剰余金合計  5,360,745 22.3 5,360,745 21.7 －

３．利益剰余金   

(1)利益準備金  175,364 175,364  

(2)その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  4,986,177 5,456,336  

利益剰余金合計  5,161,542 21.5 5,631,700 22.7 470,158

４．自己株式  △295,119 △1.2 △296,369 △1.2 △1,250

株主資本合計  15,027,507 62.6 15,496,415 62.6 468,907

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価
差額金 

 41,186 0.1 △1,129 △0.0 △42,315

評価・換算差額等合計  41,186 0.1 △1,129 △0.0 △42,315

純資産合計  15,068,693 62.7 15,495,285 62.6 426,592

負債純資産合計  24,022,620 100.0 24,757,235 100.0 734,614
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（２）損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

対前年比 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高  43,694,029 100.0 48,006,793 100.0 4,312,764

Ⅱ 売上原価   

１．商品期首たな卸高  2,388,259 3,149,497  

２．当期商品仕入高  40,148,424 43,721,221  

合計  42,536,683 46,870,718  

３．商品期末たな卸高  3,149,497 39,387,186 90.1 3,160,801 43,709,917 91.1 4,322,730

売上総利益  4,306,843 9.9 4,296,876 8.9 △9,966

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ＊１ 3,042,610 7.0 3,074,471 6.4 31,860

営業利益  1,264,232 2.9 1,222,405 2.5 △41,827

Ⅳ 営業外収益   

１．有価証券利息  6,465 1,728  

２．受取配当金  1,589 2,206  

３．仕入割引  4,738 5,414  

４．為替差益  146,305 76,082  

５．その他  11,427 170,525 0.4 9,893 95,324 0.2 △75,200

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  27,856 50,188  

２．自己株式処分費用  1,713 －  

３．保険積立金譲渡損  3,912 －  

４．貸倒引当金繰入額  134 －  

５．売上割引  － 6,072  

６．その他  3,333 36,951 0.1 1,291 57,552 0.1 20,601

経常利益  1,397,806 3.2 1,260,178 2.6 △137,628

Ⅵ 特別利益   

固定資産売却益 ＊２ 4,736 4,736 0.0 － － － △4,736

Ⅶ 特別損失   

固定資産処分損 ＊３ 583 583 0.0 － － － △583

税引前当期純利益  1,401,960 3.2 1,260,178 2.6 △141,782

法人税、住民税及び
事業税 

 547,239 502,377  

法人税等調整額  45,126 592,366 1.3 27,615 529,992 1.1 △62,374

当期純利益  809,593 1.9 730,185 1.5 △79,408

   



ユニダックス㈱(9897)平成 20 年３月期決算短信（非連結） 

                                         －  － 

 

 

11

（３）株主資本等変動計算書 
前事業年度（自平成 18 年４月１日 至平成 19 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰 余 金 

 
資本金 

資本準備金
その他資本

剰 余 金

利 益 

準備金 繰 越 利 益 

剰 余 金 

自己株式 
株主資本 

合  計 

平成 18 年３月 31 日残高 

（千円） 
4,800,338 5,103,720 11,040 175,364 4,420,371 △828,897 13,681,936

事 業 年 度 中 の 変 動 額    

剰余金の配当 (注 )  △243,787  △243,787

当 期 純 利 益  809,593  809,593

自 己 株 式 の 取 得   △1,796 △1,796

自 己 株 式 の 処 分  245,985  535,574 781,560

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 
   －

事業年度中の変動額合計

（千円） 
－ － 245,985 － 565,806 533,778 1,345,570

平成 19 年３月 31 日残高 

（千円） 
4,800,338 5,103,720 257,025 175,364 4,986,177 △295,119 15,027,507

 

評価・換算 

差 額 等 

 その他有

価証券評

価差額金 

純資産合計

平成 18 年３月 31 日残高 

（千円） 
74,754 13,756,691

事 業 年 度 中 の 変 動 額  

剰余金の配当 (注 )  △243,787

当 期 純 利 益  809,593

自 己 株 式 の 取 得  △1,796

自 己 株 式 の 処 分  781,560

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 
△33,568 △33,568

事業年度中の変動額合計

（千円） 
△33,568 1,312,001

平成 19 年３月 31 日残高 

（千円） 
41,186 15,068,693

(注) 平成 18 年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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当事業年度（自平成 19 年４月１日 至平成 20 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益

剰 余 金 

 
資本金 

資本準備金
その他資本

剰 余 金

利 益 

準備金 繰 越 利 益 

剰 余 金 

自己株式 
株主資本 

合  計 

平成 19 年３月 31 日残高 

（千円） 
4,800,338 5,103,720 257,025 175,364 4,986,177 △295,119 15,027,507

事 業 年 度 中 の 変 動 額    

剰 余 金 の 配 当  △260,027  △260,027

当 期 純 利 益  730,185  730,185

自 己 株 式 の 取 得   △1,250 △1,250

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 
   －

事業年度中の変動額合計

（千円） 
－ － － － 470,158 △1,250 468,907

平成 20 年３月 31 日残高 

（千円） 
4,800,338 5,103,720 257,025 175,364 5,456,336 △296,369 15,496,415

 

評価・換算 

差 額 等 

 その他有

価証券評

価差額金 

純資産合計

平成 19 年３月 31 日残高 

（千円） 
41,186 15,068,693

事 業 年 度 中 の 変 動 額  

剰 余 金 の 配 当  △260,027

当 期 純 利 益  730,185

自 己 株 式 の 取 得  △1,250

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 
△42,315 △42,315

事業年度中の変動額合計

（千円） 
△42,315 426,592

平成 20 年３月 31 日残高 

（千円） 
△1,129 15,495,285
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

 

 

前事業年度 
(自平成 18 年４月 １日 

至平成 19 年３月 31 日) 

当事業年度 
(自平成 19 年４月１日 

 至平成20年３月31日) 

対前年比 

（△は減） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 増減（千円） 

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー    

  税引前当期純利益 1,401,960 1,260,178 △141,782 

減価償却費 31,823 25,986 △5,837 

貸倒引当金の増加額又は減少額（△） 926 － △926 

賞与引当金の増加額又は減少額（△） 16,000 － △16,000 

退職給付引当金の増加額又は減少額（△） 52,548 － △52,548 

受取利息及び受取配当金 △8,054 － 8,054 

支払利息 27,856 － △27,856 

固定資産売却益 △4,736 － 4,736 

固定資産処分損 583 － △583 

売上債権の増加額（△）又は減少額 △750,568 △2,150,789 △1,400,220 

たな卸資産の増加額（△）又は減少額 △761,237 △11,304 749,933 

その他の資産の増加額（△）又は減少額 8,384 △2,814 △11,198 

仕入債務の増加額又は減少額（△） 464,143 △101,356 △565,499 

未払消費税の増加額又は減少額（△） 174,416 △104,693 △279,110 

その他の負債の増加額又は減少額（△） 20,703 △5,893 △26,597 

その他 5,626 △22,453 △28,080 

   小   計 680,376 △1,113,140 △1,793,517 

利息及び配当金の受取額 5,761 3,432 △2,329 

利息の支払額 △29,151 △56,904 △27,752 

法人税等の支払額（△） △730,038 △527,896 202,141 

営業活動によるキャッシュ・フロー △73,051 △1,694,509 △1,621,457 

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △43,094 △24,511 18,583 

有形固定資産の売却による収入 15,806 7,981 △7,825 

投資有価証券の取得による支出 － △15,000 △15,000 

敷金・保証金の差入れによる支出 △5,270 △33 5,237 

敷金・保証金の回収による収入 35,062 16,739 △18,323 

その他の投資活動に伴う収入 14,942 12,000 △2,942 

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,446 △2,823 △20,270 

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額 700,000 600,000 △100,000 

自己株式の取得による支出 △1,796 △1,250 545 

自己株式の処分による収入 779,846 － △779,846 

配当金の支払額 △244,881 △259,949 △15,067 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,233,167 338,799 △894,368 

Ⅳ．現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△) 1,177,562 △1,358,533 △2,536,096 

Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高 1,862,442 3,040,004 1,177,562 

Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高 3,040,004 1,681,470 △1,358,533 
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重要な会計方針 

 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

(1)満期保有目的の債券 (1)満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 同左 

(2)関連会社株式 (2)関連会社株式 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

移動平均法による原価法 同左 

 (3)その他有価証券 (3)その他有価証券 

 ①時価のあるもの ①時価のあるもの 

  期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法で

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定） 

同左 

 ②時価のないもの ②時価のないもの 

  移動平均法による原価法 同左 

デリバティブ デリバティブ ２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 時価法 同左 

商品 商品 ３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法  移動平均法による原価法 同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法 定率法 

 

 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除く）

については定額法） 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物 15～38年

車輌運搬具 ６年

工具器具備品 ５～15年
 

建物 15～38年

車輌運搬具 ６年

工具器具備品 ５～15年
 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 定額法 

 なお、主な償却年数は以下のとおり

であります。 

同左 

 
 

ソフトウェア 
（社内利用） 

５年

  

 

５．引当金の計上基準 (1)貸倒引当金 (1)貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

同左 

 (2)賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員の賞与支給に充てるため、支

給見込額基準により計上しておりま

す。 

同左 
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前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

 (3)退職給付引当金 (3)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

 なお、数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額法に

より発生年度の翌事業年度から損益処

理しております。 

従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。 

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により損益処

理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により発

生年度の翌事業年度から損益処理して

おります。 

（追加情報） 

平成19年４月に適格退職年金制度を

確定給付企業年金法に基づく確定給付

企業年金制度に移行しました。当該移

行による会計処理については、「退職

給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）

を適用し、この変更に伴い退職給付債

務が121,977千円減少し、同額の過去勤

務債務が発生いたしました。 

６．外貨建資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

同左 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項  消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

同左 
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会計処理方法の変更 
 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）  

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は15,068,693千円

であります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

 

 

表示方法の変更 
 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

      （損益計算書関係） 

 前期まで営業外費用の「その他」に含めておりました「売

上割引」は、営業外費用の100分の10を超えたため区分掲記い

たしました。なお、前期における「売上割引」の金額は1,316

千円であります。 

 （キャッシュ・フロー計算書関係） 

前期において区分掲記しておりました営業活動によるキ

ャッシュ・フローの以下の項目は重要性が低下したため、当

期より営業活動のその他に含めて表示することにいたしま

した。 

貸倒引当金の減少額（△） △9,628

賞与引当金の減少額（△） △3,000

退職給付引当金の減少額（△） △48,158

受取利息及び受取配当金 △3,934

支払利息      50,188

固定資産売却益 1,819

固定資産処分損 77
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

＊１ 関係会社に対する債権 ＊１ 関係会社に対する債権債務 

売掛金 520,124千円 売掛金 1,613,055千円

 買掛金 216,214千円

＊２ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって

決済処理をしております。なお、当事業年度の末日は

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が

当事業年度末残高に含まれております。 

 

受取手形 173,475千円  

支払手形 175,928千円  

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

＊１ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額 ＊１ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額

給料及び賞与 1,346,025千円 給料及び賞与 1,369,747千円

地代家賃 261,270千円 地代家賃 261,355千円

法定福利費 238,925千円 法定福利費 241,905千円

賞与引当金繰入額 

旅費交通費 

189,000千円

151,443千円

賞与引当金繰入額 

旅費交通費 

186,000千円

157,279千円

＊２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。  

車輌運搬具 4,736千円  

計 4,736千円  

＊３ 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。  

工具器具備品 331千円  

車輌運搬具 251千円  

計 583千円  

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19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 

 
前事業年度末株式数 

（千株） 

当事業年度増加株式数 

（千株） 

当事業年度減少株式数 

（千株） 

当事業年度末株式数 

（千株） 

発行済株式     

普通株式 17,932 － － 17,932 

合計 17,932 － － 17,932 

自己株式     

普通株式(注)１．２． 1,680 2 1,085 597 

合計 1,680 2 1,085 597 

(注) １．普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少1,085千株は、自己株式の処分による減少であります。 
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２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

（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18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 243,787 15 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度末後となるもの 

 

（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19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 260,027 利益剰余金 15 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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 

 
前事業年度末株式数 

（千株） 

当事業年度増加株式数 

（千株） 

当事業年度減少株式数 

（千株） 

当事業年度末株式数 

（千株） 

発行済株式     

普通株式 17,932 － － 17,932 

合計 17,932 － － 17,932 

自己株式     

普通株式(注) 597 2 － 599 

合計 597 2 － 599 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

（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19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 260,027 15 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度末後となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

（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20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 346,658 利益剰余金 20 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

現金及び現金同等物の期末残高と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貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

（単位：千円） （単位：千円）

現金及び預金勘定        3,040,004 現金及び預金勘定        1,681,470

現金及び現金同等物              3,040,004 現金及び現金同等物              1,681,470

  

 

（持分法投資損益等） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

関連会社に対する投資の金額  19,385千円 関連会社に対する投資の金額 19,385千円

持分法を適用した場合の投資の金額 352,192千円 持分法を適用した場合の投資の金額 361,622千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,947千円 持分法を適用した場合の投資利益の金額 13,420千円

 

（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

(1) 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又は
出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被所
有)割合 役員の

兼任等
事業上の
関係 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

半導体、シス
テム機器の販
売 

3,146 売掛金 724

その他の 
関係会社 

菱洋エレク 
トロ㈱ 

東京都 
中央区 

136億 
72百万円 

半導体、シ
ステム情報
機器等の販
売 

（34.7％） － － 
半導体、シス
テム機器の購
入 

54 買掛金 56

 （注）１．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記会社への当社取扱製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。 

 

(2) 役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又は
出資金 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被所
有)割合 役員の

兼任等
事業上の
関係 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員 立花篤実 － － 
ユニダックス
㈱ 
代表取締役

2.4％ － － 
保険積立金譲

渡 
14,942 － － 

 （注）取引金額は時価評価金額によっております。 
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(3) 子会社等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又は
出資金 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有（被
所有）割合

役員の兼
任等

事業上の
関係 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

半導体、電子
部品の販売 

1,327,012 売掛金 292,362
ユニダックス 
(HK) LTD 
（注）３ 

HONG KONG 
NEW 
TERRITORIES 

HK.$ 
1,000,000 

半導体、電
子部品の
輸出入販
売 

－ －

アジア地
域におけ
る当社取
扱製品の
販売購入 半導体、電子

部品の購入 
23,998 買掛金 1,406

電子部品の
販売 

932,061 売掛金 181,142
ユニダックス 
エレクトロニ
クス LTD 

SINGAPORE 
CREATIVE  
RESOURCE 

S.$ 
7,152,000 

半導体、電
子部品の
輸出入販
売 

直接所有
33.9％

－

アジア地
域におけ
る当社取
扱製品の
販売購入

電子部品の
購入 

617 買掛金 1

電子部品の
販売 

45,595 売掛金 12,552ユニダックス 
マレーシア 
SDN BHD 
（注）３ 

MALAYSIA 
PENANG 

MA.R 
500,000 

半導体、電
子部品の
輸出入販
売 

－ －

アジア地
域におけ
る当社取
扱製品の
販売購入

電子部品の
購入 

42 買掛金 －

関連会社 

ユニダックス
(THAILAND) CO 
LTD 
（注）３ 

THAILAND 
BANGKOK 

THB 
5,000,000 

半導体、電
子部品の
輸出入販
売 

－ －

アジア地
域におけ
る当社取
扱製品の
販売購入

電子部品の
販売 

63,594 売掛金 33,342

（注）１．取引金額及び買掛金の期末残高には消費税等が含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記会社への当社取扱製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。 

３．当社の関連会社ユニダックス エレクトロニクス ＬＴＤが議決権の100％を所有しております。 

 

当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

子会社等 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又
は出資金 

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合 

役員の兼
任等

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

半導体、電
子部品の販
売 

2,715,680 売掛金 1,253,801
ユニダック
ス (HK) 
LTD 
（注）３ 

HONG KONG 
CONNAUGHT 
ROAD 
CENTRAL 

HK.$ 
1,000,000 

半導体、電子
部品の輸出
入販売 

－ －

アジア地
域におけ
る当社取
扱製品の
販売購入

半導体、電
子部品の購
入 

17,106 買掛金 651

電子部品の
販売 

783,767 売掛金 298,135

関連会社 

ユニダック
ス 
(SINGAPORE)
PTE LTD 
（注）３ 

SINGAPORE 
BOON LAY WAY 

US.$ 
69,500 

半導体、電子
部品の輸出
入販売 

－ －

アジア地
域におけ
る当社取
扱製品の
販売購入

電子部品の
購入 

2,820 買掛金 763

（注）１．取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記会社への当社取扱製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。 

３．当社の関連会社ユニダックス エレクトロニクス ＬＴＤが議決権の100％を所有しております。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益金額 

869円26銭 

47円78銭 
１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益金額 

893円98銭 

42円13銭 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株あたり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

当事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当期純利益 
（千円） 

809,593 730,185 

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） 

809,593 730,185 

期中平均株式数（株） 16,944,078 17,333,639 

 
 

（開示の省略） 

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、税効果会計、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等に関する注

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。 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

５．その他 

仕入、受注及び販売の状況 

① 商品仕入実績 

当事業年度の商品仕入実績を品種別に示すと、次のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成18年４月 1 日 

  至 平成19年３月31日） 

（自 平成19年４月 1 日 

  至 平成20年３月31日） 

    期 別 

品 種 
金額（千円） 前事業年度比(％) 金額（千円） 前事業年度比(％)

半導体 24,144,719 106.9 28,327,119 117.3 

電子部品 6,471,875 116.7 6,697,618 103.5 

情報機器 5,146,840 124.8 5,246,827 101.9 

ソフトウェア 4,384,987 132.3 3,449,656 78.7 

合計 40,148,424 112.9 43,721,221 108.9 

 （注）１．金額は仕入金額によっております。 

    ２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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② 受注実績 

当事業年度における受注実績を品種別に示すと、次のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成18年４月 1 日 

  至 平成19年３月31日） 

（自 平成19年４月 1 日 

  至 平成20年３月31日） 
      期 別 

品 種 
受注高 

（千円） 

前事業年 

度比(％) 

受注残高

（千円） 

前事業年

度比(％)

受注高 

（千円） 

前事業年 

度比(％) 

受注残高

（千円） 

前事業年

度比(％)

半導体 27,880,194 115.0 4,114,914 206.1 30,315,813 108.7 4,377,048 106.4

電子部品 7,591,239 105.9 1,102,312 96.5 8,319,410 109.6 1,193,900 108.3

情報機器 6,060,554 124.1 761,467 118.2 5,754,434 95.0 893,865 117.4

ソフトウェア 4,370,737 118.5 87,947 117.3 4,108,889 94.0 93,582 106.4

合計 45,902,725 114.8 6,066,641 157.3 48,498,549 105.7 6,558,396 108.1

 （注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

③ 販売実績 

当事業年度の販売実績を品種別に示すと、次のとおりであります。 

前事業年度 当事業年度 

（自 平成18年４月 1 日 

  至 平成19年３月31日） 

（自 平成19年４月 1 日 

  至 平成20年３月31日） 

    期 別 

品 種 
金額（千円） 前事業年度比(％) 金額（千円） 前事業年度比(％)

半導体 25,761,878 106.7 30,053,679 116.7 

電子部品 7,631,247 111.1 8,227,822 107.8 

情報機器 5,943,166 127.9 5,622,036 94.6 

ソフトウェア 4,357,737 118.1 4,103,254 94.2 

合計 43,694,029 111.0 48,006,793 109.9 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

    ２． 近２事業年度の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は次のとおりであります。 

（ ）内は総販売実績に対する輸出高の割合であります。 

（自 平成18年４月 1 日 

  至 平成19年３月31日） 

（自 平成19年４月 1 日 

  至 平成20年３月31日） 

 

輸 出 先 

金額（千円） 割合(％) 金額（千円） 割合(％) 

アジア 2,632,827 97.7 4,307,292 99.3 

アメリカ 36,866 1.4 10,507 0.2 

ヨーロッパ 23,272 0.9 22,640 0.5 

その他 60 0.0 - - 

合 計 
2,693,026 

(6.2％)
100.0 

4,340,440 

(9.0％) 
100.0 

    ３．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

（自 平成18年４月 1 日 

  至 平成19年３月31日） 

（自 平成19年４月 1 日 

  至 平成20年３月31日） 相手先 

金額（千円） 割合(％) 金額（千円） 割合(％) 

シャープ株式会社 11,403,820 26.1 13,976,313 29.1 

 

 




