
平成25年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成24年11月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ＵＴホールディングス株式会社 上場取引所 大 
コード番号 2146 URL http://www.ut-h.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 兼 CEO （氏名） 若山 陽一

問合せ先責任者 （役職名）
執行役員 Finance and Accounting Unit
ゼネラルマネージャー

（氏名） 塚原 進午 TEL 03-5447-1710

四半期報告書提出予定日 平成24年11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 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 機関投資家向け

1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 14,224 21.5 523 △30.3 461 △34.1 304 △10.9
24年3月期第2四半期 11,705 18.5 751 △15.3 700 △10.2 341 △37.4

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 303百万円 （△11.3％） 24年3月期第2四半期 342百万円 （△35.8％）

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2四半期 1,441.09 ―
24年3月期第2四半期 1,699.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 9,034 2,458 27.2
24年3月期 8,550 3,117 36.5
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  2,458百万円 24年3月期  3,117百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 0.00 0.00 2,500.00 2,500.00
25年3月期 0.00 0.00
25年3月期（予想） 0.00 2,600.00 2,600.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 28,500 18.2 1,454 0.1 1,354 △1.8 881 0.1 4,281.47



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5項に該当するものであります。詳細は、添付資料P.3「2.サマリー情報（注意事
項）に関する事項(3)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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おりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想には、本資料発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりますので、今後の経済情勢・市場の変動等に関わるリスクや
不確定要因により、実際の業績は予想数値とは異なる可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 203,316 株 24年3月期 214,456 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q ― 株 24年3月期 1,911 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 211,119 株 24年3月期2Q 200,824 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

     当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）におけるわが国の経済は、東北地方の復興

需要の波及効果により、生産活動が拡大傾向を示してはいたものの、長期化する欧州債務危機や慢性的な円高、さ

らには中国経済の成長鈍化等の影響により、先行きが依然として不透明な状況が続いています。 

     このような状況の下、当社グループは2012年問題を契機としたメーカーの請負ニーズの増加と、半導体分野の請

負実績を踏まえた他分野への積極的な営業活動の展開により、既存顧客のシェアアップと新規顧客の獲得に努めて

まいりました。 

     アウトソーシング事業におきましては、前第１四半期から引き続き、2012年問題による派遣から請負への切替ニ

ーズを取り込むため、当社主要顧客先である半導体関連メーカーから重点領域を拡大し、新規顧客への営業強化や

採用体制の強化を図ってまいりました。 

     その結果、取引先顧客工場数は平成24年３月末時点の237工場から平成24年９月末時点で411工場となり、取引先

顧客工場数を大きく増やすことができました。併せて、当社グループの派遣先工場や請負先工場で勤務する当社技

術職社員の稼動数は平成24年３月末時点の6,082人から平成24年９月末時点で7,169人に増加いたしました。 

     しかし、一方で取引先顧客工場数の増減の動きが非常に激しく、契約数の急激な増加に伴う新規顧客工場の立ち

上げ費用や新規社員の採用費用、また同時に、解約に伴う社員の退職費用等を計上することとなりました。 

     以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高14,224百万円（前年同期11,705百万円、21.5%の増収）、営業利

  益523百万円（前年同期751百万円、30.3%の減益）、経常利益461百万円（前年同期700百万円、34.1%の減益）、四 

  半期純利益304百万円（前年同期341百万円、10.9%の減益）となりました。  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は6,375百万円となり、前連結会計年度末に比べ437百万円増加い

たしました。これは主に受取手形及び売掛金が303百万円、預け金が137百万円増加したことによるものでありま

す。固定資産は2,651百万円となり、前連結会計年度末に比べ38百万円増加いたしました。これは主に無形固定資

産が36百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、総資産は、9,034百万円となり、前連結会計年度末に比べ483百万円増加いたしました。  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は4,379百万円となり、前連結会計年度末に比べ846百万円増加い

たしました。これは主に借入金が448百万円、未払費用が156百万円、未払法人税等が66百万円増加したことによる

ものであります。固定負債は2,195百万円となり、前連結会計年度末に比べ295百万円増加いたしました。これは主

に社債が390百万円増加したものの、長期借入金が89百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、6,575百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,142百万円増加いたしました。  

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、2,458百万円となり、前連結会計年度末に比べ658百万円減

少いたしました。これは主に四半期純利益304百万円、剰余金の配当531百万円及び自己株式の取得431百万円によ

るものであります。 

 この結果、自己資本比率は27.2％（前連結会計年度末は36.5％）となりました。  

   

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

     通期の連結業績予想につきましては、 近の業績の動向を踏まえ、平成24年５月15日に公表いたしました業績予

想を修正しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「平成25年３月期 第２四半期連結業績予想 

    と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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）  

  当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える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
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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３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,243,718 2,284,009

受取手形及び売掛金 2,601,692 2,905,083

原材料及び貯蔵品 3,642 3,235

預け金 － 137,875

繰延税金資産 840,516 844,478

その他 253,935 206,410

貸倒引当金 △5,499 △5,993

流動資産合計 5,938,005 6,375,098

固定資産   

有形固定資産 29,527 34,484

無形固定資産   

ソフトウエア 55,825 111,809

その他 54,435 35,180

無形固定資産合計 110,261 146,989

投資その他の資産   

投資有価証券 56,100 141,003

長期前払費用 1,466,804 1,461,894

繰延税金資産 813,636 719,660

その他 136,030 147,170

投資その他の資産合計 2,472,571 2,469,729

固定資産合計 2,612,360 2,651,203

繰延資産 － 7,738

資産合計 8,550,366 9,034,040
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 132,250 494,272

1年内返済予定の長期借入金 529,368 616,032

未払費用 1,560,138 1,716,878

未払法人税等 12,444 78,674

未払消費税等 264,696 293,269

賞与引当金 256,392 262,058

引当金 56,000 －

その他 721,577 918,379

流動負債合計 3,532,866 4,379,563

固定負債   

社債 70,000 460,000

長期借入金 1,788,504 1,698,824

引当金 10,192 10,176

その他 31,005 26,585

固定負債合計 1,899,701 2,195,585

負債合計 5,432,568 6,575,149

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 743,667 49,324

利益剰余金 2,324,087 1,912,374

自己株式 △447,734 －

株主資本合計 3,120,020 2,461,699

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,223 △2,808

その他の包括利益累計額合計 △2,223 △2,808

純資産合計 3,117,797 2,458,890

負債純資産合計 8,550,366 9,034,040
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 11,705,088 14,224,958

売上原価 9,490,440 11,985,220

売上総利益 2,214,648 2,239,737

販売費及び一般管理費 1,463,635 1,716,560

営業利益 751,012 523,177

営業外収益   

受取利息 5,499 206

受取配当金 2 4

雇用調整助成金 9,481 6,335

保険配当金 3,101 2,581

その他 14,934 2,256

営業外収益合計 33,018 11,384

営業外費用   

支払利息 46,720 23,356

支払手数料 28,367 29,014

為替差損 439 427

その他 8,258 20,508

営業外費用合計 83,785 73,307

経常利益 700,245 461,254

特別利益   

固定資産売却益 122 －

負ののれん発生益 1,568 －

特別利益合計 1,691 －

特別損失   

固定資産除却損 16,330 －

訴訟関連損失 13,065 11,319

災害による損失 30,903 －

その他 13,642 －

特別損失合計 73,942 11,319

税金等調整前四半期純利益 627,993 449,934

法人税、住民税及び事業税 104,355 55,320

法人税等調整額 181,369 90,373

法人税等合計 285,724 145,694

少数株主損益調整前四半期純利益 342,268 304,240

少数株主利益 913 －

四半期純利益 341,355 304,240
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４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利益 342,268 304,240

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △61 △585

その他の包括利益合計 △61 △585

四半期包括利益 342,207 303,654

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 341,296 303,654

少数株主に係る四半期包括利益 910 －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30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利益 627,993 449,934

減価償却費 36,658 23,912

負ののれん発生益 △1,568 －

創立費償却額 799 －

支払手数料 28,367 29,014

社債発行費償却 － 131

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,539 494

賞与引当金の増減額（△は減少） 72,425 5,665

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △67,544 △56,000

受取利息及び受取配当金 △5,501 △211

支払利息 46,720 23,356

匿名組合投資損益（△は益） 1,113 △148

為替差損益（△は益） 439 427

固定資産除却損 16,330 －

固定資産売却損益（△は益） △122 －

売上債権の増減額（△は増加） △281,727 △303,391

前払費用の増減額（△は増加） 4,580 55,396

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,156 406

未払消費税等の増減額（△は減少） △129,203 28,966

未払費用の増減額（△は減少） 81,777 155,090

預り金の増減額（△は減少） 39,006 65,838

その他 △564 15,080

小計 470,364 493,965

利息及び配当金の受取額 8,159 211

利息の支払額 △38,103 △24,241

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △108,499 5,252

営業活動によるキャッシュ・フロー 331,920 475,187
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

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 △3,523 △11,760

無形固定資産の取得による支出 △23,897 △39,295

子会社株式の取得による支出 △25,525 △90,000

長期前払費用の取得による支出 △1,423,251 －

預け金の預入による支出 － △137,875

貸付金の回収による収入 1,050,071 －

差入保証金の増減額（△は増加） △24,984 △12,738

その他 △3,018 1,054

投資活動によるキャッシュ・フロー △454,130 △290,616

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,725,704 362,022

長期借入れによる収入 2,562,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △99,912 △303,016

社債の発行による収入 100,000 491,736

シンジゲートローン手数料 △72,100 △17,114

社債の償還による支出 － △10,000

自己株式の取得による支出 △1,234,350 △431,199

自己株式の売却による収入 1,397,487 －

配当金の支払額 △496,691 △527,910

その他 △1,893 △8,372

財務活動によるキャッシュ・フロー 428,836 △143,853

現金及び現金同等物に係る換算差額 △439 △427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 306,186 40,290

現金及び現金同等物の期首残高 3,320,442 2,243,718

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,626,629 2,284,009
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  該当事項はありません。   

   

   

 当社は下記日程で、資本効率の向上及び株式需給の改善を通じて株主の皆様への利益還元を図るとともに、効

率的な資本政策の遂行を可能とするために平成24年８月13日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得及び平

成24年９月21日開催の取締役会決議に基づく自己株式の消却を行いました。  

 （１）自己株式の取得 

   ・取得期間  平成24年８月20日～平成24年９月21日 

  ・取得株式数     普通株式9,229株 

  ・取得総額      431,199千円      

  ・取得の方法     大阪証券取引所のJ-NET市場における自己株式取得取引による買付け及び 

             大阪証券取引所JASDAQ市場における信託方式による市場買付け  

（２）自己株式の消却 

   ・消却株式数     普通株式11,140株 

   ・消却日       平成24年９月28日  

   この結果、当第２四半期連結累計期間において、資本剰余金694,342千円、利益剰余金184,590千円及び 

  自己株式447,734千円がそれぞれ減少しております。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

UTホールディングス㈱　(2146)　平成25年３月期　第２四半期決算短信

- 10 -


	20121112＿平成25年３月期　第２四半期決算短信（サマリ）
	20121112＿平成25年３月期　第２四半期決算短信（添付）



