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(百万円未満切捨て)

１．平成25年６月期第１四半期の連結業績（平成24年７月１日～平成24年９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６月期第１四半期 700 △8.8 △59 － △57 － △37 －

24年６月期第１四半期 768 △13.2 15 △76.2 3 △93.5 △1 －

(注) 包括利益 25年６月期第１四半期 △39百万円(－％) 24年６月期第１四半期 △3百万円(－％)

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６月期第１四半期 △260 17 － －

24年６月期第１四半期 △10 71 － －

（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６月期第１四半期 3,988 3,312 81.7

24年６月期 4,124 3,392 81.0

(参考) 自己資本 25年６月期第１四半期 3,257百万円  24年６月期 3,339百万円

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６月期 － － 0 00 － － 300 00 300 00

25年６月期 － －

25年６月期(予想) 0 00 － － 300 00 300 00

３．平成25年６月期の連結業績予想（平成24年７月１日～平成25年６月30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) 1,400 △22.0 △160 － △145 － △70 － △489 85

通期 3,650 1.0 150 △19.5 200 △6.5 100 △2.9 699 79



 

  

 

 

 

  

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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、四半

期決算短信（添付資料）３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 、除外 －社

（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

（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 ： 有

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６月期１Ｑ 144,316株 24年６月期 144,300株

② 期末自己株式数 25年６月期１Ｑ 1,400株 24年６月期 1,400株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年６月期１Ｑ 142,911株 24年６月期１Ｑ 142,629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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  ①当期の概況 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などにより緩やかな

景気回復の兆しがみられたものの、欧州債務問題の長期化、中国をはじめとする新興国における経済成

長率の鈍化、長期化する円高等の影響等により、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いており

ます。当社グループの関連市場においても、特に大手電機メーカーの収益悪化の影響により、設備投資

抑制は続き、需要回復の遅れや価格低下圧力が強まる等、全般的に厳しい事業環境となりました。この

ような状況の中で、引き続きグループ全体によるローコストオペレーション体制を維持する中で、顧客

先企業の影響を受けにくい自社製品・サービスの開発に注力してきました。 

 特に、省エネソリューション事業のBE GREEN Nextやカーソリューション事業の車載システムについ

ては、「自然に出来てしまう、やりたくなる省エネ」を実現する製品として、代理店や顧客との連携を

より強化し、満足度の向上と機能強化のために更なる先行開発投資及び販売推進に注力してまいりまし

た。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は700百万円（前年同四半期比8.8％減少）、

営業損失は59百万円（前年同四半期は営業利益15百万円）、経常損失57百万円（前年同四半期は経常利

益3百万円）、四半期純損失は37百万円（前年同四半期は四半期純損失1百万円）となりました。 

  

②セグメント別の概況 

電子機器事業 

電子機器事業は、紙幣鑑別ユニット等のＡＴＭ向けセンシングモジュールは堅調に推移したものの、

カーソリューション事業については車載端末の納入時期のずれ等もあり、前年同四半期比減収減益とな

りました。現在、センシングモジュールおよびカーソリューションシステムは競争力強化のための次機

種開発を進めており、新規量産のための開発案件にも着手しております。また、コスト削減については

業務全体を見直しながら関係協力会社にもご協力頂き、仕入コストや外部委託費用についての削減を継

続して進めております。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は418百万円（前年同四半期比7.8％減少）、セグメン

ト利益は17百万円（前年同四半期比78.9％減少）となりました。 

  

モバイル・ユビキタス事業 

モバイル・ユビキタス事業については、子会社のユビテックソリューションズは堅調に推移したもの

の、携帯電話評価業務は引き続き受注が減少したことにより、前年同四半期比減収減益となりました。

携帯電話評価業務については、Androidを実装した端末・アプリケーションにおけるユーザビリティ評

価や脆弱性検証のサービスを開始し、新分野への事業展開を推進していきます。また、省エネソリュー

ション事業については売上貢献にはいたっておりませんが、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発機

構）の助成金を活用した、機能強化のための研究開発投資を引き続き進めております。 

 さらに、総務部門・節電担当者向けに改正省エネ法等の法制度の概要や国内における業種別・機器別

の電力需要の状況、昨年夏に実施された各企業の取り組みについてわかりやすく解説した「賢い企業の

スマート節電ガイドブック」を出版しました。今後も機能向上のための開発投資を継続し、国内での拡

販活動を進めつつ、海外展開についても継続して検討してまいります。 

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

㈱ユビテック （6662）　平成25年6月期第1四半期決算短信

- 2 -



 

  この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は281百万円（前年同四半期比10.1％減少）、セグ

メント損失は2百万円（前年同四半期はセグメント利益13百万円）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況  

（資産の状況）  

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は3,988百万円となり、前連結会計年度末から135百万円減少

しております。主な内容としましては、受取手形及び売掛金が330百万円減少し、現金及び預金が130百

万円増加しております。 

 （負債の状況）  

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は676百万円となり、前連結会計年度末から55百万円減少し

ております。主な内容としましては、未払法人税等が24百万円減少しております。 

（純資産の状況）  

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は3,312百万円となり、前連結会計年度末から80百万円減

少しております。主な内容としましては、四半期純損失37百万円の計上と剰余金の配当42百万円による

ものです。 

  

 平成24年８月10日に発表しました、平成24年６月期決算短信に記載の業績予想に変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（税金費用の計算） 

 一部の連結子会社において、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実効税率

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する方法によっておりま

す。 

  

（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） 

 当社及び国内連結子会社は、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７

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。 

   これによる損益への影響は軽微であります。 

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
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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24年６月30日)

当第１四半期連結会計期間

(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,584,692 2,715,612

受取手形及び売掛金 1,184,688 854,245

製品 6,726 51,500

仕掛品 29,052 26,058

原材料及び貯蔵品 17,461 25,565

繰延税金資産 16,229 35,436

その他 60,439 57,750

貸倒引当金 △1,566 △1,240

流動資産合計 3,897,724 3,764,928

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 52,566 56,041

減価償却累計額 △28,617 △29,525

建物及び構築物（純額） 23,949 26,515

工具、器具及び備品 244,722 216,953

減価償却累計額 △196,506 △173,486

工具、器具及び備品（純額） 48,216 43,467

リース資産 4,562 4,562

減価償却累計額 △1,520 △1,748

リース資産（純額） 3,041 2,813

有形固定資産合計 75,206 72,796

無形固定資産

その他 14,309 13,993

無形固定資産合計 14,309 13,993

投資その他の資産

投資有価証券 32,762 29,284

繰延税金資産 48,704 54,233

その他 55,608 53,503

投資その他の資産合計 137,075 137,021

固定資産合計 226,591 223,811

資産合計 4,124,316 3,988,740
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(単位：千円)

前連結会計年度

(平成24年６月30日)

当第１四半期連結会計期間

(平成24年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 480,180 471,461

未払金 49,174 46,669

未払法人税等 27,340 2,546

リース債務 958 958

賞与引当金 10,761 9,969

役員賞与引当金 17,000 －

その他 87,909 87,719

流動負債合計 673,324 619,325

固定負債

退職給付引当金 54,805 53,829

リース債務 2,235 1,995

その他 1,107 1,024

固定負債合計 58,148 56,850

負債合計 731,472 676,175

純資産の部

株主資本

資本金 880,794 880,907

資本剰余金 594,696 594,809

利益剰余金 1,952,962 1,872,910

自己株式 △75,474 △75,474

株主資本合計 3,352,979 3,273,153

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △10,221 △12,223

為替換算調整勘定 △3,157 △3,384

その他の包括利益累計額合計 △13,378 △15,608

新株予約権 32,797 34,198

少数株主持分 20,445 20,820

純資産合計 3,392,843 3,312,564

負債純資産合計 4,124,316 3,988,740
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自 平成23年７月１日

 至 平成23年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成24年７月１日

 至 平成24年９月30日)

売上高 768,268 700,805

売上原価 602,766 606,911

売上総利益 165,502 93,894

販売費及び一般管理費 149,910 153,585

営業利益又は営業損失（△） 15,591 △59,691

営業外収益

受取利息 648 616

受取配当金 2 －

助成金収入 － 7,137

その他 251 198

営業外収益合計 902 7,952

営業外費用

為替差損 12,637 5,671

投資事業組合運用損 79 363

その他 12 0

営業外費用合計 12,729 6,036

経常利益又は経常損失（△） 3,763 △57,774

特別利益 － －

特別損失

固定資産除却損 60 835

投資有価証券売却損 1,682 －

特別損失合計 1,742 835

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（△）

2,021 △58,609

法人税、住民税及び事業税 10,707 1,809

法人税等調整額 △7,688 △23,624

法人税等合計 3,018 △21,815

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △997 △36,794

少数株主利益 530 387

四半期純損失（△） △1,528 △37,181
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間

(自 平成23年７月１日

 至 平成23年９月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成24年７月１日

 至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △997 △36,794

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,810 △2,002

為替換算調整勘定 △23 △239

その他の包括利益合計 △2,834 △2,241

四半期包括利益 △3,831 △39,036

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △4,360 △39,411

少数株主に係る四半期包括利益 528 375
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成23年７月１日  至  平成23年９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△79,574千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△79,574千円であり 

 ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成24年７月１日  至  平成24年９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△74,633千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用△74,633  

 千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    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損失と調整を行っております。 

  

 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）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント

調整額 

(注) 1

四半期連結損益

計算書計上額 

(注) ２
電子機器事業

モバイル・ユビ

キタス事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 454,518 313,749 768,268 － 768,268

  セグメント間の内部売上高 

  又は振替高

－ － － － －

計 454,518 313,749 768,268 － 768,268

セグメント利益 81,490 13,676 95,166 △79,574 15,591

(単位：千円)

報告セグメント

調整額 

(注) 1

四半期連結損益

計算書計上額 

(注) ２
電子機器事業

モバイル・ユビ

キタス事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 418,846 281,959 700,805 － 700,805

  セグメント間の内部売上高 

  又は振替高

－ － － － －

計 418,846 281,959 700,805 － 700,805

セグメント利益又は損失(△) 17,163 △2,221 14,942 △74,633 △59,691

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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