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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

21年3月期第3四半期 42,178 ― △2,211 ― △2,838 ― △6,948 ―

20年3月期第3四半期 51,022 △15.7 4,051 32.2 4,373 57.7 1,564 44.1

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

21年3月期第3四半期 △119.92 ―

20年3月期第3四半期 26.97 ―

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

21年3月期第3四半期 77,930 39,948 51.3 690.12
20年3月期 85,590 51,839 60.6 894.34

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  39,948百万円 20年3月期  51,838百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 51,000 △16.8 △2,900 ― △5,200 ― △13,200 ― △228.04

4.  その他 
(1) 期中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  

[(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１ 本資料に記載されている業績予想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条件に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により異なる可能性があります。 
 
２ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  63,139,649株 20年3月期  63,139,649株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  5,254,671株 20年3月期  5,177,041株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  57,897,875株 20年3月期第3四半期  57,979,090株



当第３四半期における世界経済は、より一層混迷の度合いを深め、欧州・中国・東欧などへも波及の兆
しを見せております。当グループの主要市場であります北米におきましては、金融危機による個人消費の
落ち込みから基幹製造業へも影響が拡大し、経済環境ならびに消費行動はさらに鈍化いたしました。この
ため、当社グループの事業環境につきましてもより厳しい状況となりました。 この結果、当第３四半期
会計期間の業績につきましては、売上高12,815百万円となりました。 
上記のような状況下、工程の内製化やモデルの絞込みによる部品の共通化、オペレーションの合理化によ
るコスト削減を進めましたが、ベトナムへの生産移管による一時的な生産効率の低下や欧州向けDECTコー
ドレス電話の設計改善の遅れによる収益率の低下などのため、730百万円の営業損失となりました。一
方、急激な円高への移行による為替差損を約4,522百万円計上したことなどから、経常損失は4,964百万円
となりました。中国工場の縮小に伴い減損損失714百万円、特別退職金690百万円、また、カーナビゲーシ
ョンの新規開発の中止によりたな卸資産評価損703百万円等を特別損失として計上した結果、四半期純損
失は6,960百万円となりました。 
  

[電話関連機器部門] 
当部門では、北米市場において全体的な消費の冷え込みを受け出荷台数は当初予測を下回りました。一

方欧州DECT市場向けのOEM製品の出荷は拡大し、安定した売上を達成いたしました。この結果、売上台数
292万台、売上高9,202百万円となりました。 
  

[無線通信機器・応用部門] 
当部門では、より嗜好性・趣味性の高い製品分野となるため、北米市場の消費低迷の影響がより顕著に

現れました。この結果、売上台数39万9千台、売上高1,879百万円となりました。 
  

[デジタル家電機器部門] 
当部門では、地上デジタル放送への完全移行に向け本格化する法人での地デジ対応需要により、中・小

型サイズの地デジ対応液晶テレビや設置用・車載用の地上デジタルチューナーなどの売上げが好調に推移
いたしました。この結果、売上台数4万7千台、売上高1,149百万円となりました。 
  

[その他製品部門] 
当部門では、不採算事業であったACアダプタービジネスより撤退したため、売上高585百万円となりま

した。 
  
  

（資産） 
 当第３四半期末の流動資産は45,269百万円（前連結会計年度末比2,755百万円増）となりました。これ
は、主として長期預金の満期に伴う組み入れにより現金及び預金が839百万円増加したこと、欧州での
DECTコードレス電話事業拡大に伴い売掛金が1,425百万円、製品在庫が1,959百万円増加したこと等による
ものです。 
 固定資産は32,661百万円（同10,415百万円減）となりました。これは、主として満期に伴い長期預金が
7,608百万円減少したこと、中国深セン工場の操業縮小により有形固定資産が2,106百万円減少したこと等
によるものです。 
 この結果、資産合計は77,930百万円（同7,660百万円減）となりました。 
（負債） 

 当第３四半期末の流動負債は37,835百万円（前連結会計年度末比4,087百万円増）となりました。これ
は、主として短期借入金が6,448百万円増加したこと、未払費用が890百万円減少したこと等によるもので
す。 
 固定負債は147百万円（同144百万円増）となりました。これは、主として退職給付引当金が143百万円増
加したことによるものです。 
 この結果、負債合計は37,982百万円（同4,231百万円増）となりました。 
（純資産） 

 当第３四半期末の純資産合計は39,948百万円（前連結会計年度末比11,891百万円減）となりました。こ
れは、主として利益剰余金が7,817百万円減少したこと、為替換算調整勘定が4,041百万円減少したこと等
によるものです。 
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報



当グループの市場である北米経済の低迷は今後も継続し、また、欧州経済へのさらなる波及が予測され
ること、また、その影響を受け円高基調が継続することを勘案し、通期の業績予想について修正を行いま
した（前回通期業績見通し時レート：US$1=\100、今回見直し時レート：US$1=\87）。引き続き、さらな
る収益構造改善のための施策に注力して参ります。 
① 中国深セン工場の生産の停止： ベトナム工場での生産拡大による生産コストの削減 
② 収益性の徹底強化：  開発・購買・製造・営業の全段階での効率化による収益性の強化 
③ 固定費削減：    人件費の見直しを含む固定費の徹底削減による利益率の向上 
  

 
 

 業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであ
り、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
  

  

1） 一般債権の貸倒見積高の算定方法 
当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと
認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
2） 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地
棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見
積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
3） 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方
法によっております。 
  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
① 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 
棚卸資産については、従来、主として移動平均法による低価法によっておりましたが、当連結会計年

度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用された
ことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法）により算定しております。これに伴う営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損
失に与える影響は軽微であります。 
② 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 
当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し連結決算上必要な修正を行っております。これに伴う
営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

  連結業績予想： 売上高 51,000百万円 （前期比 △16.8 ％減）

           営業利益 △2,900百万円 （前期比      -％減）

       経常利益 △5,200百万円 （前期比      -％減）

         当期純利益 △13,200百万円 （前期比      -％減）

4. その他
(1) 期中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) 
    該当する異動はございません。 
 
(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,623 20,784

受取手形及び売掛金 9,975 8,550

商品及び製品 6,067 4,108

仕掛品 1,024 1,307

原材料及び貯蔵品 4,437 4,389

繰延税金資産 420 998

その他 1,833 2,741

貸倒引当金 △110 △363

流動資産合計 45,269 42,514

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,200 6,272

機械装置及び運搬具（純額） 2,335 3,475

工具、器具及び備品（純額） 1,673 2,177

土地 9,201 9,291

建設仮勘定 861 161

有形固定資産合計 19,270 21,376

無形固定資産 411 496

投資その他の資産   

投資有価証券 534 621

長期預金 11,821 19,429

その他 625 1,154

投資その他の資産合計 12,980 21,204

固定資産合計 32,661 43,076

資産合計 77,930 85,590



(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,995 6,040

短期借入金 25,448 19,000

未払費用 2,220 3,110

未払法人税等 1,652 1,718

賞与引当金 284 619

役員賞与引当金 － 115

製品保証引当金 250 296

その他 1,986 2,850

流動負債合計 37,835 33,748

固定負債   

退職給付引当金 145 2

その他 2 1

固定負債合計 147 3

負債合計 37,982 33,751

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,999 35,999

資本剰余金 13,848 13,848

利益剰余金 13,260 21,077

自己株式 △9,100 △9,069

株主資本合計 54,007 61,855

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 1

為替換算調整勘定 △14,059 △10,018

評価・換算差額等合計 △14,059 △10,017

少数株主持分 － 1

純資産合計 39,948 51,839

負債純資産合計 77,930 85,590



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 42,178

売上原価 34,162

売上総利益 8,016

販売費及び一般管理費 10,227

営業損失（△） △2,211

営業外収益  

受取利息 1,025

受取配当金 5

その他 146

営業外収益合計 1,176

営業外費用  

支払利息 174

為替差損 1,587

寄付金 30

その他 12

営業外費用合計 1,803

経常損失（△） △2,838

特別利益  

固定資産売却益 13

特別利益合計 13

特別損失  

固定資産売却損 91

前期損益修正損 132

投資有価証券評価損 82

たな卸資産評価損 703

減損損失 714

訴訟関連損失 172

特別退職金 769

その他 166

特別損失合計 2,829

税金等調整前四半期純損失（△） △5,654

法人税、住民税及び事業税 492

法人税等調整額 802

法人税等合計 1,294

四半期純損失（△） △6,948



【第３四半期連結会計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 12,815

売上原価 10,657

売上総利益 2,158

販売費及び一般管理費 2,888

営業損失（△） △730

営業外収益  

受取利息 286

受取配当金 3

その他 66

営業外収益合計 355

営業外費用  

支払利息 67

為替差損 4,522

その他 0

営業外費用合計 4,589

経常損失（△） △4,964

特別利益  

固定資産売却益 5

特別利益合計 5

特別損失  

固定資産売却損 51

前期損益修正損 △4

投資有価証券評価損 15

たな卸資産評価損 703

減損損失 714

訴訟関連損失 △5

特別退職金 690

その他 166

特別損失合計 2,330

税金等調整前四半期純損失（△） △7,289

法人税、住民税及び事業税 △1,220

法人税等調整額 891

法人税等合計 △329

四半期純損失（△） △6,960



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △5,654

減価償却費 1,781

減損損失 714

貸倒引当金の増減額（△は減少） △240

受取利息及び受取配当金 △1,031

支払利息 174

為替差損益（△は益） 1,227

固定資産除売却損益（△は益） 79

売上債権の増減額（△は増加） △2,569

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,541

仕入債務の増減額（△は減少） 563

その他 736

小計 △7,761

利息及び配当金の受取額 1,048

利息の支払額 △171

法人税等の支払額 △397

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,281

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 8,015

有形固定資産の取得による支出 △1,137

有形固定資産の売却による収入 82

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,962

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 6,449

自己株式の取得による支出 △31

配当金の支払額 △871

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,547

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,630

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,598

現金及び現金同等物の期首残高 6,532

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,130



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結
財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年12月31日） 
  該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

当社及び連結子会社の事業は、情報通信関連機器の製造・販売及びこれらの付帯業務の単一事業であ
ります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 
  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

   (1) 北米………………アメリカ 

   (2) 東南アジア………中国・ベトナム・フィリピン 

   (3) オセアニア………オーストラリア・ニュージーランド 

  

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 ２ 各区分に属する主な国又は地域 

   (1) 北米………………アメリカ・カナダ 

      (2) オセアニア………オーストラリア・ニュージーランド 

   (3) 欧州・中東………フランス・ドイツ・イスラエル 

   (4) 東南アジア………中国・シンガポール 

   (5) その他の地域……ブラジル 

 ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年９月１日 至 平成20年12月31日） 
  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

日本 
(百万円)

北米
(百万円)

東南アジア
(百万円)

オセアニア
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全   社 
(百万円)

連 結
(百万円)

 売上高

(１) 外部顧客に対する売上高 13,670 20,376 1,283 6,849 42,178 － 42,178

(２) セグメント間の内部売上高
     又は振替高

24,242 137 29,812 0 54,191 (54,191) － 

         計 37,912 20,513 31,095 6,489 96,369 (54,191) 42,178

 営業利益又は営業損失(△) 1,895 △ 1,748 △ 1,992 259 △ 1,586 (625) △ 2,211

北米 オセアニア 欧州・中東 東南アジア その他の地域 計

 Ⅰ 海外売上高(百万円) 24,112 6,849 6,184 1,536 252 38,933

 Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― ― ― ― 42,178

 Ⅲ 連結売上高に占める 
   海外売上高の割合(％)

57.2 16.2 14.7 3.6 0.6 92.3



１ Uniden Electronics Products (Shenzhen) Co., Ltd. の生産停止 
   及びUniden Electronics Products (Jiangxi) Co., Ltd.の縮小 
(1) 子会社生産停止の旨 
 平成21年2月13日開催の取締役会において、グループ全体の収益構造をさらに強化するため今般ユニデ
ンの100%出資子会社であるUniden Electronics Products (Shenzhen) Co., Ltd.*（以下ユニデン深セ
ン）を平成21年3月中に生産停止をし、合わせてUniden Electronics Products (Jiangxi) Co., Ltd.*
（以下ユニデン吉安）の規模を大幅に縮小することを決議いたしました。  
                         *Uniden Hong Kong Limited の100％出資子会社 
(2) 子会社生産停止・縮小の理由 
 当グループでは、主要市場である北米での消費動向が鈍化する一方で、生産地である中国での人件費が
高騰し、グループ全体の収益構造を圧迫していたためベトナムへの生産移管を進めて参りました。今般世
界的規模での金融危機の拡大に伴い、経済環境の回復に予想より時間がかかることが懸念されることか
ら、中国シンセン工場における生産活動を完全に停止することといたしました。また、中国吉安工場での
生産活動を約1/4に縮小し、ベトナムでの生産拡大による製造人件費の大幅な削減、および大規模オペレ
ーションによる生産効率・物流効率の徹底的な追求により早期黒字化に向けた体制構築を図ってまいりま
す。 
(3) 該当子会社等の名称、事業内容、持分比率 
 社名：   Uniden Electronics Products (Shenzhen) Co., Ltd. 
 所在地：  中華人民共和国広東省深セン市 
 事業内容： デジタル家電製品・電子部品の製造、販売 
 持分比率： 100％  
  
 社名：   Uniden Electronics Products (Jiangxi) Co., Ltd. 
 所在地：  中華人民共和国江西省吉安市 
 事業内容： 無線通信機器の製造、販売 
 持分比率： 100％ 
(4) 生産停止・縮小時期 
 平成21年3月中にユニデン深センについては生産活動を停止し、ユニデン吉安については操業を縮小す
る予定です。 
(5) 生産停止・縮小規模 
 Uniden Electronics Products (Shenzhen) Co., Ltd.： 約1,200名から0名 
  Uniden Electronics Products (Jiangxi) Co., Ltd.：  約1,900名から約450名 
(6) 当該生産停止・縮小による損失見込み額 
 特別損失として約2,740百万円の発生を見込んでおります。 
(7) 営業活動等への影響 
 生産停止及び縮小により固定費を削減し、ベトナムへの移管により人件費を削減することで製品の収益
性に貢献する見込みであります。 
  
２ 第三者割当による自己株式の処分 

 平成20年12月15日に開催した取締役会において決議いたしました第三者割当の方法による自己株式の処分
に関して、下記のとおり処分先からの払込が完了いたしました。 
(1) 自己株式の処分の内容 
  ①処分する自己株式の種類及び数 
  当社普通株式 1,033,000株 
 ②処分価額 
  １株につき168円 
 ③処分価額の総額 
  
 173,544,000円 
 ④処分先 
  フジファンド株式会社、当社役員、当社従業員   
(2) 払込期日 
 平成21年1月16日 
(3) その他 
 上記払込が完了した結果、自己株式1,789百万円及び資本準備金1,615百万円が減少しております。 
  

  

「重要な後発事象」




