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(百万円未満四捨五入)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第１四半期 7,079 △24.7 20 △95.3 16 △94.9 △48 △123.0

24年３月期第１四半期 9,404 △5.6 430 △16.0 304 - 209 -

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △467百万円( - ％) 24年３月期第１四半期 210百万円( - ％)

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

25年３月期第１四半期 △0 82 -

24年３月期第１四半期 3 55 -

（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 ％

25年３月期第１四半期 38,324 31,766 82.9

24年３月期 39,390 32,571 82.7

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 31,766百万円 24年３月期 32,571百万円

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

24年３月期 - 0 00 - 5 00 5 00

25年３月期 -

25年３月期(予想) - - - -

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）
(％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) 14,700 △19.1 520 △50.8 490 △49.5 290 △58.4 4 92

通期 31,000 △9.0 1,940 165.9 1,860 154.5 1,340 162.4 22 75



  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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２ページ「連結業績予想に関

する定性的情報」をご覧ください。 

※ 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 ：  無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ― 社 (社名)          、除外  ― 社 (社名)

（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

（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) 25年３月期１Ｑ 63,139,649株 24年３月期 63,139,649株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 4,253,366株 24年３月期 4,251,686株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 58,887,188株 24年３月期１Ｑ 58,894,913株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第1四半期連結累計期間の世界経済は、欧州ユーロ圏の政府債務問題への懸念が払しょくされず、依

然として先行き不透明な状況が続き、その影響で中国やインド等の新興国経済も成長が鈍化しました。当

社グループの主要市場である北米においては、雇用環境改善の遅れや住宅市場低迷の長期化などにより、

景気回復の動きは緩慢で、個人消費動向は弱含みで推移しました。一方、我が国経済は、依然として厳し

い状況にあるものの、復興需要等を背景に緩やかな回復基調となりました。 

 このような環境の中、当社グループでは引き続き収益体質の確立を 優先課題として位置づけ、グルー

プ全社を挙げて以下の施策に取り組んでまいりました。 

１） 高付加価値の新製品導入によるシェア拡大と新販路開拓及び新市場への進出 

２） 適サプライヤー選択等資材調達の効率化及びコストダウン 

３） 生産現場における継続的なオペレーションの改善による生産効率の向上・製造原価低減 

 当第1四半期連結累計期間において、以上の取り組みを重点的に行って参りましたが、市場での競争激

化が進み、収益及び利益面において厳しい状況で推移いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高7,079百万円（前年同四半期比

24.7％減）、営業利益20百万円（前年同四半期比95.3％減）、経常利益16百万円（前年同四半期比94.9％

減）、当四半期純損失48百万円（前年同四半期は209百万円の利益）となりました。 

〔電話関連機器部門〕 

 当部門では、北米市場及びオセアニア市場において、低価格帯の製品が販売数量を伸ばしたことによ

り、平均販売単価が下落したため、売上台数254万台(前年同四半期比0.8％増)、売上高4,693百万円(同

17.0％減)となりました。 

〔無線通信・応用機器部門〕 

 当部門では、北米市場及びオセアニア市場においてMarine  Radio（海上用無線）や、Video 

Surveillance(監視カメラ)の売上が引き続き好調に推移し、売上台数39万台(前年同四半期比2.5％増)、

売上高1,779百万円(同1.5％増)となりました。 

〔デジタル家電機器部門〕 

 当部門では、家庭用デジタルチューナーや車載用地上デジタルチューナーの需要が激減し、売上台数4

万台(前年同四半期比75.3％減)、売上高441百万円(同75.5％減)となりました。 

  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は20,864百万円(前期末比771百万円減)となりました。これ

は、主として受取手形及び売掛金が101百万円、商品及び製品が595百万円それぞれ増加し、現金及び預金

が672百万円、仕掛品124百万円、原材料及び貯蔵品が630百万円それぞれ減少したこと等によるもので

す。 

固定資産は17,460百万円(同295百万円減)となりました。これは、有形固定資産が200百万円、無形固定

資産が29百万円、投資その他の資産が66百万円それぞれ減少したことによるものです。 

この結果、資産合計は38,324百万円(同1,066百万円減)となりました。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は6,488百万円(前期末比253百万円減)となりました。これは、

主として短期借入金が140百万円増加し、支払手形及び買掛金が76百万円、未払費用が127百万円、賞与引

当金が37百万円、その他が103百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

固定負債は70百万円(同８百万円減)となりました。これは、その他が８百万円減少したことによるもの

です。 

この結果、負債合計は6,558百万円(同261百万円減)となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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
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（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は31,766百万円(前期末比805百万円減)となりました。これ

は、主として利益剰余金が386百万円、為替換算調整勘定が419百万円それぞれ減少したこと等によるもの

です。 

  

平成25年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月11日に公表しました業績予想に変更はありま

せん。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

当第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)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は僅

少であります。

ユニデン株式会社（6815）　平成25年３月期　第１四半期決算短信

―　3　―



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,508 6,836

受取手形及び売掛金 5,525 5,626

商品及び製品 3,747 4,342

仕掛品 736 612

原材料及び貯蔵品 3,002 2,372

繰延税金資産 699 687

その他 495 458

貸倒引当金 △77 △69

流動資産合計 21,635 20,864

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,693 3,581

機械装置及び運搬具（純額） 2,274 2,129

工具、器具及び備品（純額） 566 651

土地 9,178 9,160

建設仮勘定 328 318

有形固定資産合計 16,039 15,839

無形固定資産 577 548

投資その他の資産   

投資有価証券 443 392

その他 811 796

貸倒引当金 △115 △115

投資その他の資産合計 1,139 1,073

固定資産合計 17,755 17,460

資産合計 39,390 38,324
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,535 3,459

未払費用 1,662 1,535

短期借入金 － 140

未払法人税等 409 394

賞与引当金 257 220

役員賞与引当金 13 －

製品保証引当金 118 96

その他 747 644

流動負債合計 6,741 6,488

固定負債   

その他 78 70

固定負債合計 78 70

負債合計 6,819 6,558

純資産の部   

株主資本   

資本金 35,999 35,999

資本剰余金 11,791 11,791

利益剰余金 3,510 3,124

自己株式 △7,319 △7,319

株主資本合計 43,981 43,595

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 △11,410 △11,829

その他の包括利益累計額合計 △11,410 △11,829

純資産合計 32,571 31,766

負債純資産合計 39,390 38,324
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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１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

売上高 9,404 7,079

売上原価 6,276 5,327

売上総利益 3,128 1,752

販売費及び一般管理費 2,698 1,732

営業利益 430 20

営業外収益   

受取利息 15 2

受取配当金 0 0

受取賃貸料 7 7

その他 15 7

営業外収益合計 37 16

営業外費用   

為替差損 139 18

その他 24 2

営業外費用合計 163 20

経常利益 304 16

特別利益   

固定資産売却益 20 1

特別利益合計 20 1

特別損失   

固定資産除売却損 2 0

特別退職金 16 51

特別損失合計 18 51

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（△）

306 △34

法人税、住民税及び事業税 58 24

法人税等調整額 39 △10

法人税等合計 97 14

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

209 △48

四半期純利益又は四半期純損失（△） 209 △48
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 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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

209 △48

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 0 0

為替換算調整勘定 1 △412

持分法適用会社に対する持分相当額 － △7

その他の包括利益合計 1 △419

四半期包括利益 210 △467

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 210 △467

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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