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1. 2022年3月期第2四半期の連結業績（2021年4月1日～2021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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年3月期第2四半期 913 15.2 △30 ― △23 ― △24 ―

2021年3月期第2四半期 792 △26.9 △212 ― △210 ― △225 ―

（注）包括利益 2022年3月期第2四半期　　△10百万円 （―％） 2021年3月期第2四半期　　△208百万円 （―％）

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

2022年3月期第2四半期 △2.32 ―

2021年3月期第2四半期 △21.55 ―

(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 ％

2022年3月期第2四半期 2,751 2,418 87.9

2021年3月期 2,807 2,429 86.5

（参考）自己資本 2022年3月期第2四半期 2,418百万円 2021年3月期 2,429百万円

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

2021年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2022年3月期 ― 0.00

2022年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2022年 3月期の連結業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 2,196 15.3 80 ― 80 ― 57 ― 5.45

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 無

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） 2022年3月期2Q 10,459,000 株 2021年3月期 10,459,000 株

② 期末自己株式数 2022年3月期2Q 117 株 2021年3月期 117 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年3月期2Q 10,458,883 株 2021年3月期2Q 10,458,946 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見直し等将来に関する記述は、当社が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については、添付資料3ページ「1．（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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セグメント

当第２四半期連結累計期間 前第２四半期連結累計期間

売上高（注）

（千円）

売上割合

（％）

売上高（注）

（千円）

売上割合

（％）

ソフトウェアプロダクト事業 332,555 36.4 218,086 27.5

ソフトウェアディストリビューション事業 427,971 46.9 439,104 55.4

ソフトウェアサービス事業 152,916 16.7 135,706 17.1

合計 913,442 100.0 792,896 100.0

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結累計期間における売上高は913,442千円、2021年５月14日公表の通期業績予想に対し41.6％の

進捗となりました。

　「ソフトウェアプロダクト事業」は、組込みネットワークソフトウェア及びセキュリティ関連ソフトウェア製

品、データベース製品、高速起動製品等の主に自社開発によるデバイス組込み用ソフトウェアの開発及び販売等に

関するセグメントであります。

　「ソフトウェアディストリビューション事業」は、海外ソフトウェアの輸入販売、テクニカルサポート、及びカ

スタマイズ開発に関するセグメントであります。

　「ソフトウェアサービス事業」は、株式会社エイムにおける、組込みソフトウェア等の受託を中心とした各種ソ

フトウェアの設計、開発、及びデータコンテンツのライセンス販売等に関するセグメントであります。

　セグメント別の売上内訳及び事業状況は、以下のとおりであります。

（注）売上高は、セグメント間取引を消去しております。

　また、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントのうち、「ソフトウェアプロダクト事業」と「ソフトウ

ェアディストリビューション事業」のセグメント利益の算定方法について、従前、旧株式会社ユビキタス、旧株式

会社エーアイコーポレーションの事業収支をセグメント利益として記載しておりましたが、両社合併後、営業部

門、マーケティング＆コミュニケーション部門、管理部門等の共通部門の一本化を推進してきたことから、共通部

門費用を１：１に配賦する方法に変更いたしました。

　なお、当第１四半期連結会計期間より、以下の前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後の算

定方法によるセグメント利益に組み替えた数値で比較しております。

■ソフトウェアプロダクト事業

　ソフトウェアプロダクト事業の売上高は332,555千円（前年同四半期比52.5％増）、セグメント利益は78,234千

円（前年同四半期は19,020千円の損失）となり、売上・利益ともに前年同四半期を大きく上回る結果となりまし

た。これは、ネットワーク＆セキュリティ関連製品において、車載機器関連の既存顧客からの大口案件を獲得した

ことによるものであります。

　ネットワーク＆セキュリティ関連製品 では、車載機器関連、デジタルイメージング関連の既存顧客からのロイ

ヤルティ売上、スマートエネルギー関連の新規顧客からの契約時一時金売上を計上いたしました。

　高速起動製品 では、国内外の車載機器関連、海外民生機器の既存顧客からのロイヤルティ売上を計上いたしま

した。引き続き、カーナビゲーションシステム等車載向け機器を中心に、複数社との間で大・中規模案件の開発案

件が継続しております。

　データベース製品 では、産業機器等の既存顧客からのロイヤルティ売上等を計上いたしました。

　2021年８月、セキュアなIoTサービスを実現する「Edge Trust」のセキュリティコンポーネントが、組込みデバ

イス向けミドルウェアとして日本初となるPSA Certified™の認証を取得したことを発表いたしました。

■ソフトウェアディストリビューション事業

　ソフトウェアディストリビューション事業の売上高は427,971千円（前年同四半期比2.5％減)、セグメント損失

は127,722千円（前年同四半期は152,640千円の損失）となりました。

　BIOS製品 では、ノートブックPC等の既存顧客から「InsydeH2O
Ⓡ
」（「EFI/UEFI」仕様を実装したC言語ベース

BIOS）のロイヤルティ売上等を計上いたしました。

- 2 -

㈱ユビキタスAIコーポレーション(3858) 2022年３月期第２四半期決算短信（連結）



　品質向上支援ツール製品 では、車載機器等の既存顧客から「CodeSonar」（ソフトウェアの動的不具合をソース

コードで静的に検出することができる解析ツール）のライセンス売上等を計上いたしました。

　ワイヤレス製品 では、車載機器等の既存顧客から「Blue SDK」（Bluetoothプロトコルスタック）のロイヤルテ

ィ売上等を計上いたしました。

　AIソリューション製品 では、産業機器の既存顧客から「Neutrino
TM
」（ディープラーニングモデル自動 適化・

圧縮ソフトウェア）のライセンス売上等を計上いたしました。

　その他、多数の取扱い製品より、新規、既存顧客からのロイヤルティ売上等を計上いたしました。

　また、当四半期において、以下製品の販売を開始いたしました。（括弧内は開発元企業）

　　・バイナリソフトウェアコンポジション解析ソリューション「CodeSentry」（アメリカ GrammaTech Inc.）

■ソフトウェアサービス事業

　ソフトウェアサービス事業の売上高は152,916千円（前年同四半期比12.7％増）、セグメント利益は18,655千円

（前年同四半期は41,060千円の損失）となりました。

　ソフトウェアサービス事業では、既存顧客との各種受託開発売上、データコンテンツ「YOMI」に関する車載機器

向けを中心としたライセンス使用料売上等を計上いたしました。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は売上高913,442千円（前年同四半期比15.2％増）、営業損失

30,833千円（前年同四半期は212,720千円の損失）、経常損失23,605千円（前年同四半期は210,040千円の損失）、

親会社株主に帰属する四半期純損失24,269千円（前年同四半期は225,405千円の損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、2,328,406千円（前連結会計年度比242,315千円減）となり

ました。その主な要因は、現金及び預金や受取手形及び売掛金の減少であります。

（固定資産）

　当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、422,782千円（前連結会計年度比110,318千円減）となりま

した。その主な要因は、のれんの減少であります。

（流動負債）

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、253,501千円（前連結会計年度比142,439千円減）となりま

した。その主な要因は、買掛金や未払消費税等の減少であります。

（固定負債）

　当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、79,040千円（前連結会計年度比1,555千円減）となりまし

た。その要因は、退職給付に係る負債の減少であります。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は、2,418,646千円（前連結会計年度比208,640千円減）となりま

した。その主な要因は、利益剰余金の減少であります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年５月14日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 828,769 878,089

受取手形及び売掛金 676,667 －

受取手形、売掛金及び契約資産 － 451,280

有価証券 800,000 900,000

仕掛品 5,947 21,265

前払費用 46,612 45,387

未収還付法人税等 17,610 12,238

未収消費税等 9,365 －

その他 29,876 20,147

流動資産合計 2,414,845 2,328,406

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 9,231 8,507

工具、器具及び備品（純額） 12,866 14,240

有形固定資産合計 22,097 22,747

無形固定資産

ソフトウエア 58,519 43,897

その他 653 1,937

無形固定資産合計 59,171 45,834

投資その他の資産

投資有価証券 216,988 237,001

差入保証金 65,903 89,067

繰延税金資産 28,861 28,122

その他 10 10

投資その他の資産合計 311,761 354,200

固定資産合計 393,030 422,782

資産合計 2,807,875 2,751,187

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 131,566 84,859

未払金 47,168 32,169

未払費用 11,025 11,409

未払法人税等 19,520 17,497

未払消費税等 6,426 24,503

前受金 73,565 －

契約負債 － 73,673

その他 9,155 9,391

流動負債合計 298,425 253,501

固定負債

退職給付に係る負債 41,242 41,438

資産除去債務 39,184 37,602

固定負債合計 80,426 79,040

負債合計 378,851 332,541

純資産の部

株主資本

資本金 1,483,482 1,483,482

資本剰余金 1,453,482 1,453,482

利益剰余金 △586,530 △610,799

自己株式 △121 △121

株主資本合計 2,350,314 2,326,045

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 78,710 92,601

その他の包括利益累計額合計 78,710 92,601

純資産合計 2,429,024 2,418,646

負債純資産合計 2,807,875 2,751,187
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

売上高 792,896 913,442

売上原価 482,799 493,789

売上総利益 310,097 419,652

販売費及び一般管理費

役員報酬 53,500 49,375

給料及び手当 195,572 227,630

法定福利費 30,938 34,159

退職給付費用 2,615 1,794

広告宣伝費 545 4,252

のれん償却額 105,079 －

不動産賃借料 27,326 27,697

支払手数料 39,545 48,958

研究開発費 35,287 25,619

その他 32,411 31,001

販売費及び一般管理費合計 522,817 450,485

営業損失（△） △212,720 △30,833

営業外収益

受取利息 357 411

受取配当金 924 1,098

為替差益 1,399 5,718

営業外収益合計 2,680 7,227

経常損失（△） △210,040 △23,605

税金等調整前四半期純損失（△） △210,040 △23,605

法人税、住民税及び事業税 1,568 6,041

法人税等調整額 13,797 △5,377

法人税等 15,365 664

四半期純損失（△） △225,405 △24,269

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △225,405 △24,269

（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）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

四半期純損失（△） △225,405 △24,269

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 16,833 13,891

その他の包括利益合計 16,833 13,891

四半期包括利益 △208,572 △10,378

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △208,572 △10,378

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021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損失（△） △210,040 △23,605

減価償却費 12,354 17,316

のれん償却額 105,079 －

受取利息及び受取配当金 △1,281 △1,509

売上債権の増減額（△は増加） 341,400 225,387

棚卸資産の増減額（△は増加） △29,691 △15,318

前払費用の増減額（△は増加） 11,920 1,225

営業債務の増減額（△は減少） △73,193 △46,707

未払金の増減額（△は減少） △1,685 △15,532

未払費用の増減額（△は減少） 671 384

未払又は未収消費税等の増減額 △35,131 27,442

前受金の増減額（△は減少） △10,376 －

契約負債の増減額（△は減少） － 108

預り金の増減額（△は減少） 531 236

その他 △32,036 10,579

小計 78,521 180,005

利息及び配当金の受取額 1,281 1,509

法人税等の支払額 △33,015 △22,871

法人税等の還付額 － 17,601

営業活動によるキャッシュ・フロー 46,787 176,244

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 △3,490 △4,096

無形固定資産の取得による支出 △207 -

投資有価証券の取得による支出 － △6

差入保証金の差入による支出 － △23,164

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,697 △27,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △68 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △68 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 △226 343

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,796 149,321

現金及び現金同等物の期首残高 1,734,808 1,628,769

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,777,604 1,778,089

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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