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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第38期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に当

たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

３ 第39期、第40期及び第41期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

  

回次 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (百万円) 60,703 69,815 81,736 83,960 85,733

経常利益 (百万円) 2,515 9,259 13,898 17,856 10,415

当期純利益 (百万円) 1,085 5,191 9,798 12,629 5,025

純資産額 (百万円) 49,452 52,516 58,564 70,046 68,766

総資産額 (百万円) 76,792 69,506 75,798 93,216 105,545

１株当たり純資産額 (円) 861.37 851.69 926.47 1,108.67 1,183.56

１株当たり当期純利益 (円) 19.88 85.20 154.64 198.00 82.31

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 17.75 81.28 ― ― ―

自己資本比率 (％) 64.4 75.6 77.3 75.1 65.2

自己資本利益率 (％) 2.3 10.2 17.6 19.6 7.2

株価収益率 (倍) 22.9 9.1 12.5 11.2 22.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 12,087 13,361 10,524 21,404 △2,967

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 2,063 △166 △13,923 △20,872 △9,914

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △6,048 △13,624 △995 253 2,829

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 24,641 22,678 16,672 17,671 8,685

従業員数 (名) 8,938 16,520 21,401 20,828 19,496



(2) 提出会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数には、関係会社への出向者は含まれておりません。 

３ 第37期においては１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益を算出するに当

たり、１株当たり純資産額については自己株式数(14,757株)、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については期中平均自己株式数(4,587株)をそれぞれ控除して計算しております。 

第38期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

４ 第39期、第40期及び第41期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

  

回次 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高 (百万円) 47,409 54,983 69,346 64,847 75,273

経常利益 (百万円) 2,532 7,039 9,511 11,407 8,057

当期純利益 (百万円) 834 3,960 6,743 7,818 5,088

資本金 (百万円) 34,999 35,749 35,999 35,999 35,999

発行済株式総数 (千株) 57,425 61,711 63,140 63,140 63,140

純資産額 (百万円) 50,002 54,276 60,487 66,492 60,667

総資産額 (百万円) 71,180 61,428 70,972 77,116 83,847

１株当たり純資産額 (円) 870.96 880.26 956.93 1,052.30 1,043.96

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

12.50 

(―)

12.50

(6.25)

25.00

(12.50)

30.00 

(12.50)

30.00

(15.00)

１株当たり当期純利益 (円) 15.29 64.75 106.06 121.75 83.35

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 13.65 61.77 ― ― ―

自己資本比率 (％) 70.2 88.4 85.2 86.2 72.3

自己資本利益率 (％) 1.7 7.6 11.8 12.3 8.0

株価収益率 (倍) 29.8 11.9 18.3 18.3 22.7

配当性向 (％) 85.99 19.45 23.38 24.6 36.0

従業員数 (名) 357 387 395 347 347



２ 【沿革】 

当社は昭和54年１月１日を合併期日とし、千葉県市川市東大和田１丁目１番５号所在のユニデン株式会社の株式額

面金額を変更するため、同社を吸収合併しました。 

合併前の当社は休業状態であり、したがって法律上消滅したユニデン株式会社が実質上の存続会社であるため、こ

こでは実質上の存続会社に関して記載してあります。 
昭和41年２月 ユニ電子産業㈱設立(資本金360万円)と同時に市川市に工場を設置し、CBトランシーバ

ーの製造販売を開始 
昭和49年３月 生産拡充を目的として、山形ユニデン㈱設立(昭和54年10月ユニデン㈱に吸収合併) 
昭和49年４月 通信機器の輸入販売を目的として、香港に総武電子有限公司設立(平成５年10月香港友

利電有限公司(現連結子会社)に商号変更) 
昭和49年12月 ユニ電子産業㈱より、ユニデン㈱に商号変更 
昭和50年２月 生産拡充を目的として、パルサー電子㈱設立(昭和54年10月ユニデン㈱に吸収合併) 
昭和54年５月 米国での販売拡大を目的として、AMERICAN RADIO CORPORATIONを買収(昭和57年１月

UNIDEN CORPORATION OF AMERICAに商号変更) 
昭和54年５月 コードレス電話を販売開始 
昭和59年５月 米国においてスキャナーの販売開始 
昭和59年７月 サテライトレシーバーを米国向けに販売開始 
昭和60年２月 東京本社開設 
昭和61年９月 日本証券業協会に、店頭売買銘柄として登録 
昭和62年８月 セルラー方式自動車電話を販売開始 
昭和62年10月 国内向けサテライトレシーバーを販売開始 
昭和62年12月 国内向けコードレス電話を販売開始 
昭和63年２月 生産拡充を目的として、フィリピンにUNIDEN CORPORATION OF PHILIPPINES設立 
昭和63年９月 ペイジャー(表示型ポケットベル)を販売開始 
昭和63年10月 東京証券取引所の市場第二部銘柄として上場 
平成元年４月 オセアニア地域市場の積極的開拓のため、オーストラリアにUNIDEN AUSTRALIA PTY. 

LTD.(現連結子会社)を、ニュージーランドにUNIDEN NEW ZEALAND LTD.(現連結子会社)
を設立 

平成元年８月 UNIDEN  CORPORATION  OF  AMERICA は UNIDEN  AMERICA  CORPORATION に、UNIDEN 
CORPORATION OF PHILIPPINESはUNIDEN PHILIPPINES, INC.に、それぞれ商号変更 

平成２年９月 東京証券取引所の市場第一部銘柄に指定替え 
平成５年３月 電話関連機器ならびにその応用機器の生産拡充を目的として中国広東省に友利電電子

(深圳)有限公司(現連結子会社)を設立 
平成６年５月 香港友利電有限公司及び友利電電子(深圳)有限公司が品質管理の国際標準規格である

ISO9002の認証取得 
平成６年11月 生産拡充を目的として、フィリピンにUNIDEN PHILIPPINES LAGUNA, INC.設立 
平成７年４月 平成７年４月１日付ユニデントゥエンティーワン株式会社を吸収合併 
平成７年10月 ユニデン株式会社本社にて品質管理の国際標準規格であるISO9001の認証取得 
平成８年５月 北米地域の持株会社として、米国にUNIDEN HOLDING,INC.(現連結子会社)を設立 
平成９年10月 新たに新UNIDEN AMERICA CORPORATION(現連結子会社)設立 

旧UNIDEN AMERICA CORPORATIONがUNIDEN FINANCIAL,INC.を吸収合併し、社名をUNIDEN 
FINANCIAL,INC.( 現連結子会社)と商号変更し、販売部門を新UNIDEN  AMERICA 
CORPORATIONに譲渡 

平成10年７月 無線関連製品のアフターサービス等を目的として、米国にUNIDEN SERVICE,INC.(現連
結子会社)を設立 

平成11年５月 OEM販売のサポート等を目的として、米国にUNIDEN USA,INC.を設立 
平成12年４月 インターネット関連のコンサルティング事業に進出するためネットウィナーズ株式会

社設立 
平成13年４月 米国におけるコマーシャルマーケットへの本格的進出を行うためUNIDEN BUSINESS 

NETWORK SYSTEMS, INC.設立(平成15年４月 UNIDEN AMERICA CORPORATION に吸収合併)
平成14年６月 生産体制の一層の効率化と製造原価の低減を図るため、中国江西省に友利電電子(江

西)有限公司(現連結子会社)設立 
平成16年11月 北米地域における家電販売に進出するため、UNIDEN HOME ELECTRONICS CORPORATION

(現連結子会社)を設立 
平成17年５月 中国一国での生産活動から脱却するため、UNIDEN ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.(現

連結子会社)を設立 
平成17年10月 日本国内向けに液晶テレビを販売開始 
平成17年11月 デジタル家電事業部門を分割し、ユニデン・ディレクトイン株式会社(現連結子会社)

を設立 



３ 【事業の内容】 

当グループは、当社及び子会社20社で構成され、電話関連機器、無線通信・応用機器及びデジタル家電機器の開

発、製造及び販売を主要な事業とし、かつこれに付帯または関連する事業等を営んでおります。 

  

当グループの事業に係る位置付け及び事業部門との関連は、次のとおりであります。 

 〈電話関連機器部門〉 

子会社友利電電子(深圳)有限公司、子会社友利電電子(江西)有限公司及びUNIDEN ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.が

製造しており、当社を仲介し、主として子会社UNIDEN AMERICA CORPORATION、子会社UNIDEN AUSTRALIA PTY. LTD.を

通して海外得意先、及びOEM向けに販売しております。なお、子会社UNIDEN SERVICE,INC.が北米地域における販売済

製品のアフターサービスを行っております。 

 〈無線通信・応用機器部門〉 

友利電電子(深圳)有限公司が製造しており、当社を仲介し、主としてUNIDEN AMERICA CORPORATION、UNIDEN 

AUSTRALIA PTY. LTD.を通して海外得意先、及びOEM向けに販売しております。なお、UNIDEN SERVICE,INC.が北米地域

における販売済製品のアフターサービスを行っております。 

 〈デジタル家電機器部門〉 

友利電電子(深圳)有限公司が製造しており、当社を仲介し、子会社ユニデン・ディレクトイン株式会社を通して国

内顧客、及びOEM向けに販売しております。 

  

友利電電子(深圳)有限公司が製造している電話関連機器、無線通信・応用機器及びデジタル家電機器につきまして

は、当社が子会社香港友利電有限公司に発注し、同社が友利電電子(深圳)有限公司に製造に関連する部品の供給を行

い、製品の生産を委託しております。友利電電子(深圳)有限公司は、友利電電子(江西)有限公司に製造に関連する部

品の供給を行い、電話関連機器の製造工程の一部を委託しております。 

また、当社は香港友利電有限公司に製造に関連する部品の一部を供給しております。 

なお、UNIDEN AUSTRALIA PTY. LTD.は同社の子会社UNIDEN NEW ZEALAND LTD.に電話関連機器及び無線通信・応用機

器の一部を供給しております。 

  

子会社UNIDEN HOLDING,INC.は北米地域の持株会社であり、子会社UNIDEN FINANCIAL,INC.は北米地域の資産運用管

理を行っております。 



事業の系統図は次のとおりであります。 

 

  



４ 【関係会社の状況】 

  

(注) １ 「議決権の所有又は被所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。 

２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社は、ありません。 

３ 特定子会社であります。 

４ 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。 

５ UNIDEN AMERICA CORPORATIONについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％

を超えております。 

  

名称 住所 資本金 
又は出資金 

主要な事業
の内容 

議決権の
所有又は被所有割合

関係内容 
所有割合
(％) 

被所有割
合(％) 

(連結子会社)     
UNIDEN HOLDING, INC. 

(注)３ 
アメリカ合衆国 
デラウェア州 

US$ 
156,500,000.00 

北米地域の持株会
社 100.0 ―

１ 役員の兼任３名 
  (うち当社従業員１名) 

  
UNIDEN  AMERICA  
CORPORATION 

(注)３,５ 

アメリカ合衆国 
デラウェア州 

US$ 

16,895,428.53 

電話関連機器及び
無線通信・応用機
器の販売 

100.0
(100.0)

―

１ 当社取扱製品の販売 
２ 当社取扱製品の研究開発委

託 
３ 法務及び税務サービス委託 
４ 役員の兼任３名 
  (うち当社従業員２名) 

UNIDEN  
FINANCIAL, INC. 

(注)３ 

アメリカ合衆国 
インディアナ州 

US$ 

196,590,339.55 
北米地域の資産運
用管理 

100.0
(100.0)

―
１ 役員の兼任３名 
  (うち当社従業員２名) 

UNIDEN SERVICE, INC. アメリカ合衆国 
デラウェア州 

US$ 
764,875.35 

無線関連製品のア
フターサービス 

100.0
(100.0)

―
１ 当社取扱製品のアフターサ

ービス 

UNIDEN HOME  
ELECTRONICS 
CORPORATION 

アメリカ合衆国 
デラウェア州 

US$ 

100,000.00 
家電製品の販売

100.0
(100.0)

―
１ 役員の兼任１名 
  (うち当社従業員１名) 

UNIDEN AUSTRALIA 
PTY. LTD. 

オーストラリア 
ニューサウス 
ウェールズ 

A$ 

8.00 

電話関連機器及び
無線通信・応用機
器の販売 

100.0 ―
１ 当社取扱製品の販売 
２ 役員の兼任２名 
  (うち当社従業員１名) 

UNIDEN NEW ZEALAND 
LTD. 

ニュージーランド 
オークランド 

NZ$ 

100.00 

電話関連機器及び
無線通信・応用機
器の販売 

100.0
(100.0)

―
１ 当社取扱製品の販売 
２ 役員の兼任２名 
  (うち当社従業員１名) 

  
香港友利電有限公司 

(注)３ 
香港 

HK$ 

701,000,000.00 

電話関連機器、無
線通信・応用機器
及び家電製品の販
売 

100.0 ―

１ 製造子会社の部品調達 
２ 部品の有償支給 
３ 役員の兼任５名 
  (うち当社従業員３名) 

友利電電子(深圳) 
有限公司 

(注)３ 

中華人民共和国 
広東省 

HK$ 

310,661,280.00 

電話関連機器、無
線通信・応用機器
及び家電製品の製
造 

100.0
(100.0)

―
１ 当社取扱製品の製造 
２ 役員の兼任５名 
  (うち当社従業員２名) 

友利電電子(江西) 
有限公司 

中華人民共和国 
江西省 

HK$ 

62,231,150.00 
電話関連機器の製
造 

100.0
(100.0)

―
１ 当社取扱製品の製造 
２ 役員の兼任５名 
  (うち当社従業員３名) 

  
UNIDEN ELECTRONICS  
PHILIPPINES, INC. 

(注)３ 

フィリピン共和国 
ラグナ 

P.PESO 

275,320,000.00 
電話関連機器の製
造 100.0 ―

１ 当社取扱製品の製造 
２ 役員の兼任１名 

ユニデン・ディレクト
イン株式会社 

(注)４ 
東京都中央区 

円 

900,000,000 
家電製品の販売 50.0 ―

１ 当社取扱製品の販売 
２ 役員の兼任５名 
  (うち当社従業員２名) 

主要な損益情報等 ① 売上高 64,503百万円

  ② 経常損失 307 

  ③ 当期純利益 21 

  ④ 純資産額 10,977 

  ⑤ 総資産額 20,762 



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 前連結会計年度に比べて従業員数が電話関連機器部門で2,041名減少し、無線通信・応用機器部門で673名増加し、その他

部門で133名減少しておりますが、主に友利電電子(深圳)有限公司、友利電電子(江西)有限公司およびUNIDEN 

ELECTRONICS PHILIPPINES,INCにおける製造関連従業員の増減によるものです。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。なお、従業員数には関係会社への出向者は含まれておりません。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社には労働組合は結成されておりませんが、親睦団体として、ユー親会を結成、労働条件の改善ならびに福利

厚生関係について、本会を通じ円満に話し合いが行われております。 

なお、当期において友利電電子(深圳)有限公司にて労働組合を結成いたしました。 

  

事業部門 従業員数(名)

電話関連機器 15,513

無線通信・応用機器 3,206

デジタル家電 176

その他 584

全社 17

合計 19,496

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

347 37.6 8.4 7,317,265



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、民間設備投資の増加基調が依然として継続しており、雇用情勢の改善に

よる個人消費の穏やかな上昇とあわせて引き続き堅調に推移しました。また、ユニデングループの主要市場である

米国経済も雇用環境や設備投資の拡大基調を維持しており、こちらもなお堅調に推移しております。 

この様な状況の中で、当グループは既存のコードレス電話機および無線通信・応用機器分野の拡大を続ける一

方、これまでに培ったユーザーの視点に立ったモノづくりのノウハウを生かし、新たな事業の柱としてデジタル家

電製品分野への進出を果たしました。設計から製造、販売までを自社において一貫して行うこと、過剰な装備は徹

底的に省くこと、そして流通経路をダイレクト販売方式に絞ったことでコストダウンを図り、高品質、高機能に加

えて価格競争力のある製品を販売することができました。そして５月１日からはデジタル家電製品のラインアップ

を拡充させて、お客様のニーズに応えることのできる生産・販売一貫体制を構築しております。 

また従来の電話関連機器部門および無線通信・応用機器部門においては、更なる機能の追加や新デザインを取り

入れた製品の投入等で市場の開拓を推進し、主な市場である米国での更なる競争の激化にもかかわらず、販売台数

および売上額とも増加させることができました。合わせて欧州への進出および拡販による新市場の開拓等、来期に

つながる積極的な足固めを行うことができました。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は販売台数が好調な結果となり、85,733百万円(前年同期比102.1％)となり

ました。一方利益面につきましては価格の下落傾向の影響を受けて、また新規事業立ち上げに向けての先行投資等

により、経常利益は10,415百万円(前年同期比58.3％)と最高益を記録した前連結会計年度に比べ減益となり、当期

純利益は5,025百万円(前年同期比39.8％)となりました。 

  

① 事業の部門別の業績を示すと、次のとおりであります。 

 ＜電話関連機器部門＞ 

主力の家庭用コードレス電話機については、市場における売上構成が900MHz帯機より2.4GHz帯機へシフトした

ことに対応するため、上位機種の製品ラインアップの拡充を図り、デザインを一新したモデルや付加価値を高め

たモデルを投入し、販売台数、売上高とも増加させることができました。 

1) コードレス電話機の普及機である900MHz帯コードレス電話機は上位機種である2.4GHz帯機への売上構成のシ

フトにより販売台数、売上額いずれも減少しました。結果として、販売台数は502万台(前年同期比73.9％)とな

り、売上高は8,111百万円(前年同期比60.0％)となりました。 

2) 主力商品となった2.4GHz帯コードレス電話機は、デザインの変更や、子機を初期構成で３台、４台と増やし

たモデル等、市場のニーズに応えるラインアップを拡充したことで販売台数を伸ばすことができました。結果

として、販売台数は959万台(前年同期比118.8％)、売上高は32,603百万円(前年同期比113.0％)となり、ともに

好調に推移しました。 



3) コードレス電話機において最高級の通話品質を誇る5.8GHz帯コードレス電話機は、アナログタイプにおいて

画面、着信ランプ、操作ボタン等を大型化し、高齢者の方にも扱いやすい仕様としたモデルを投入するなど、

高品質と使いやすさを両立させたモデルを投入し、デジタルタイプについては大型LCDを採用した高級感をアピ

ールしたデザインのモデルによる販売戦略を展開した結果、販売台数は544万台(前年同期比130.3％)と飛躍的

に伸び、売上高も27,510百万円(前年同期比108.8％)と順調に伸ばすことができました。 

以上の結果、当部門の販売台数は2,028万台(前年同期比105.6％)となり、売上高は69,565百万円(前年同期比

101.2％)となりました。 

  

 ＜無線通信・応用機器部門＞ 

無線通信・応用機器につきましては、「RC(無線通信・応用機器)各市場でNo.１」を推進するため、各カテゴリ

ーにおいて他社との差別化ができる製品を積極的に投入して参りました。その結果CBトランシーバー等の業績は

向上いたしましたが、GMRS(簡易通信機器)において市場が縮小傾向となり、当部門は販売台数、売上高とも減少

いたしました。 

1) アウトドアスポーツや工場・牧場等の広域な事業所におけるコミュニケーションツールであるGMRSは最大15

マイル(約24km)の通話を可能とするハイエンドモデルを発表し、またデザインに迷彩パターンを使用するなど

アウトドアでの使用をイメージさせるユニークなモデルを投入し、ラインアップの更なる拡充を図りました。 

2) 気象情報・災害時の緊急情報・警察無線等の受信専用機であるスキャナーにおいては、携帯に便利なハンデ

ィタイプ、6000チャンネルまで受信可能なデジタルタイプ、またモータースポーツ観戦用のモデルなど多彩な

ラインアップを展開いたしました。 

3) マリーンレジャー、漁業および海難救助等に欠かせない通信手段である海上用トランシーバーについては、

カラー液晶により視認性を向上させたモデル、GPSおよびマッピング機能を付加した高機能モデル、さらに当社

の無線通信技術を生かした船体据付式の本体と携帯用子機のワイヤレスシステム等、独自技術により差別化を

図った製品を展開いたしました。 

以上の結果、当部門の販売台数は311万台(前年同期比86.7％)、売上高は13,038百万円(前年同期比96.5％)とな

りました。 

  

 ＜デジタル家電機器部門＞ 

当社の新カテゴリーであるデジタル家電機器部門につきましては、「より多くの方に、より良い品質で、より

お求めやすく」をコンセプトとして、これまで電話関連および無線通信技術で培ってきた高品質な量産設計技術

とデジタルAV技術等の先端設計技術を融合させ、高品質でシンプルな機能の製品を低価格で販売する、ユーザー

の視点に立った製品づくりに努めました。 

その第一弾として20Ｖ型、27Ｖ型、32Ｖ型の画面サイズの液晶テレビを国内市場に投入いたしました。過剰な

機能を省き流通経路の短縮化を図ることで、コストを抑えつつも優れた画質や音質を実現できたことや、最新の

HDMIインターフェースを装備した先進性、外観を白と黒の光沢仕上げとして差別化を図った点など、ユニークな

製品を低価格で販売したことにより市場から大きな反響を得ることができました。また、米国市場向けにブラウ

ン管テレビの生産および出荷を開始いたしました。 



以上の結果、当部門の販売台数は約６万台、売上高は1,432百万円となり、順調なすべり出しとなりました。 

そして、デジタル家電分野への進出を機に日本国内における知名度およびブランド力を向上させるため、テレ

ビCMを始めとする積極的な広告展開やヤクルトスワローズとのオフィシャル・パートナーシップ契約等により、

宣伝および広報活動にも注力いたしました。 

  

② 所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

 ＜日本＞ 

売上高は、75,050百万円(前年同期比15.7％増)、営業利益は7,071百万円(前年同期比32.0％減)となりました。

 ＜北米＞ 

売上高は、65,214百万円(前年同期比4.1％増)、営業損失は196百万円(前年同期は営業利益3,153百万円)となり

ました。 

 ＜東南アジア＞ 

売上高は、62,063百万円(前年同期比28.9％増)、営業損失は722百万円(前年同期は営業利益60百万円)となりま

した。 

 ＜オセアニア＞ 

売上高は、9,828百万円(前年同期比16.2％増)、営業利益は2,092万円(前年同期比19.7％増)となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ

8,986百万円(50.9％)減少し、当連結会計年度末には8,685百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果使用した資金は、2,967百万円(前連結会計年度は21,404百万円の取得)となりました。主な増加要

因は、税金等調整前当期純利益9,011百万円(前連結会計年度は15,247百万円)であります。主な減少要因は、売上債

権およびたな卸資産の増加額6,472百万円(前連結会計年度は減少額2,309百万円)、法人税等の支払額3,561百万円

(前連結会計年度は1,497百万円)であります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、9,914百万円(前連結会計年度は20,872百万円)となりました。これは、主に有形

固定資産の取得による支出が4,460百万円(前連結会計年度は5,000百万円)、定期預金の預入による支出が4,936百万

円(前連結会計年度は15,860百万円)となったことによるものです。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果得られた資金は、2,829百万円(前連結会計年度は253百万円)となりました。主な増加要因は短期

借入れによる収入13,200百万円(前連結会計年度は2,000百万円)であります。主な減少要因は自己株式の取得による

支出8,844百万円および配当金の支払額1,977百万円(前連結会計年度は1,581百万円)であります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

(注) １ 金額は、原価価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

(2) 受注実績 

当連結会計年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 最近２連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 
  

(注) RADIOSHACK GLOBAL SOURCING,L.P.は当連結会計年度において総販売実績に対する割合が10％を下回っておりま

すので、記載を省略しております。 

  

事業部門 生産高(百万円) 前年同期比(％) 

電話関連機器 53,499 130.8

無線通信・応用機器 7,211 100.7

デジタル家電機器 1,623 ―

その他 369 55.6

合計 62,702 128.7

事業部門 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

電話関連機器 68,154 99.5 2,564 67.2

無線通信・応用機器 12,743 90.4 1,248 83.8

デジタル家電機器 1,479 ― 48 ―

その他 1,704 97.6 12 171.4

合計 84,080 99.7 3,872 72.9

事業部門 販売高(百万円) 前年同期比(％) 

電話関連機器 69,565 101.2

無線通信・応用機器 13,038 96.5

デジタル家電機器 1,432 ―

その他 1,698 97.5

合計 85,733 102.1

相手先 
前連結会計年度 当連結会計年度 

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％) 

WAL-MART STORES,INC. 18,946 22.6 18,101 21.1

RADIOSHACK GLOBAL  
SOURCING,L.P. 

9,363 11.2 ― ―



３ 【対処すべき課題】 

当グループの主力市場である米国経済は、原油価格の高騰などの影響を受けて拡大基調は鈍化していくことが見込

まれ、競争の激しさが一層増していくものと思われます。しかしながらこの様な状況におきましても、当グループと

いたしましては既存市場である電話関連機器部門および無線通信・応用機器部門における足固めを行う一方、新たな

事業の柱として、無線通信技術・IT技術・デジタルAV技術の三つのシナジー効果による新たなカテゴリーへの進出を

積極的に推進してまいります。 

その第１弾として米国マイクロソフト社との提携による、ウィンドウズ・ライブ・メッセンジャー対応デュアルモ

ードVoIPコードレス電話機を開発いたしました。PCとインターネット、そして当社独自の無線通信・電話機開発技術

の融合によって誕生したカテゴリーであり、今後の事業の新しい柱と位置付け、積極的な拡販をはかってまいりま

す。 

次に、国内におけるデジタル家電部門について、既存の液晶テレビにおいては市場のニーズに合わせて一層画面を

大型化させた新製品を加えるとともに、地上デジタルチューナー、デジタルレコーダー、デジタルカメラおよびプラ

ズマテレビ等の様々なラインアップを新たに追加することで、商品構成を強化し更なる売上および利益の増加を目指

してまいります。これらに加えて、知名度およびブランド力の向上にむけて広報活動をより一層充実させてまいりま

す。 

そして主力の電話関連機器部門および無線通信・応用機器部門におきましては売上の大半を占める米国において高

付加価値製品への一層のシフトを推進するほか、米国DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunication)6.0コー

ドレス電話機市場、欧州DECTコードレス電話機市場をはじめ、新たな市場への参入を積極的に推進することで一層の

拡大をはかってまいります。 

  



４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

性がある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、本項に記載した将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当グループが判断したものでありま

す。 

  

(1) 経済状況に関して 

当グループの連結売上高は85,733百万円のうち、71,733百万円(83.7％)は北米地域の売上であります。そのため

米国の経済状況の変動が当グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(2) 為替レートの変動に関して 

当グループは仕入れ及び販売取引を米ドルを中心とした外貨建てで行っており、外貨建の資産負債を保有してお

ります。このため為替レートの変動によって業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3) 生産拠点に関して 

当グループの生産活動は中国およびフィリピンにおいて行っており、当社を含む外国法人への諸規制の変化、賃

金の上昇等予期せぬ事象によって業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(4) 製品の品質に関して 

当グループは所定の品質管理基準に基づき、設計と製造において管理に万全を期しておりますが、予期せぬ不具

合品等が発生することにより、業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(5) 知的所有権に関して 

当グループは様々な知的所有権を所有しており、それらは当社所有のものであるか或いは適法に使用許諾を受け

たものであると認識しておりますが、当グループの認識の範囲外で第三者の知的所有権を侵害する可能性がありま

す。知的所有権をめぐっての係争が発生した場合には当グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

(6) 売上の電話関連機器への集中に関して 

当グループの連結売上高85,733百万円のうち、69,565百万円(81.1％)は電話関連機器の売上であります。そのた

め、競合他社の動向等により業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  



(7) 日本国内の製品販売活動に関して 

当グループは2005年10月より日本国内市場向けに液晶テレビの販売を開始し、新たな市場への参入を行いまし

た。そのため、日本国内の経済状況やデジタル家電業界の動向および価格競争等により当グループの業績及び財務

状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

当連結会計年度の研究開発活動は、東京本社内のUNIDEN JAPAN ENGINEERING、米国テキサス州の販売子会社UNIDEN 

AMERICA CORPORATION内に設けたDALLAS RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER、および中国広東省の生産子会社友利電電

子(深圳)有限公司内に設けたUNIDEN CHINA ENGINEERINGの３拠点体制により遂行いたしました。米国経済の拡大基調

に鈍化が見込まれる中、商品に対しては引き続き高い市場競争力が要求されており、それぞれの拠点の特質および所

有技術を生かした開発体制を一層強化することに努めてまいりました。コードレス電話、無線トランシーバー等の無

線技術を主体とする製品群は、UNIDEN JAPAN ENGINEERINGおよびUNIDEN CHINA ENGINEERINGにおいて、独自開発ASIC

および市場競争力のある製品開発を引き続き行いました。また、開発を続けておりました欧州向けコードレス電話機

(DECT:Digital Enhanced Cordless Telecommunication)は市場投入をいたしました。さらにデジタル家電部門におい

て開発を進めてまいりましたテレビについては、テレビメーカーとしてデジタル家電市場への参入を果たし、ライン

アップの拡充に向けた開発を進めました。 

主な研究・開発製品は以下に説明するとおりです。当社が開発・販売を行う全ての製品分野において「No.１の顧客

満足を追求する」ことを念頭におき、商品の市場競争力の強化、新製品開発・市場投入に重点をおいております。 

この結果、当連結会計年度の研究開発費は、4,742百万円となりました。 

  

事業部門別の研究開発活動および研究開発費は、次のとおりであります。 

<電話関連機器部門> 

・2.4GHzデジタル、5.8GHzデジタルコードレス電話機のラインアップの拡充および新シリーズの開発 

・欧州向けコードレス電話機(DECT)のラインアップの拡充 

・オーストラリア向けコードレス電話機のラインアップの拡充 

・マイクロソフト社との共同開発によるメッセンジャーフォンの開発および市場投入 

 研究開発費の金額は、3,253百万円であります。 

  

<無線通信・応用機器部門> 

・JIS７級相当の防水性能を持った高性能ハンディ・マリン・トランシーバーの開発および北米市場投入 

・業界初のGPS接続機能を搭載した高性能車載用デジタル・トランキング・スキャナーおよび電波時計内蔵卓上クロ

ック・スキャナーの開発および北米市場投入 

・業界初のダイレクト・コール機能(登録した名前を表示)を搭載したGMRSトランシーバーおよび通話距離18マイル

のGMRSトランシーバーの開発および北米市場投入 



・車載用リモート・ヘッド・タイプ高性能UHF CBトランシーバーの開発およびオーストラリア市場投入 

 研究開発費の金額は、879百万円であります。 

  

<デジタル家電部門> 

・グループ初のデジタル家電製品として、液晶テレビおよびCRTテレビの製品開発を引き続き行い、CRTテレビは

2005年８月にOEM先へ出荷開始いたしました。液晶テレビは2005年10月より自社ブランドにて国内市場に投入し、

更にラインアップの拡充を図りました。 

 研究開発費の金額は、610百万円であります。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

(1) 財政状態 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ12,329百万円増加し105,545百万円となりました。 

  

① 流動資産 

現金及び預金は、設備投資や自己株式の取得等に使用したことにより8,986百万円の減少となりました。受取手

形及び売掛金は売上増に伴い3,519百万円増加し、たな卸資産は新工場の稼動や新規カテゴリー参入等により

5,064百万円の増加となりました。 

これらの結果、流動資産合計は前連結会計年度末に比べ909百万円増加し41,312百万円となりました。 

  

② 固定資産 

有形固定資産は、中国及びフィリピンの製造子会社における生産設備を中心に4,617百万円の設備投資を行い機

械装置及び運搬具が1,877百万円、工具器具備品が690百万円の増加となりました。投資その他の資産は、資金の

効率運用のため預け入れた長期預金が8,165百万円の増加となりました。これらの結果、固定資産合計は前連結会

計年度末に比べ11,420百万円増加し64,233百万円となりました。 

  

③ 負債 

流動負債は、運転資金として借り入れた短期借入金が 13,200百万円増加し、流動負債合計では前連結会計年

度末に比べ13,100百万円増加し34,452百万円となりました。 

固定負債は、退職給付引当金等の増加により前連結会計年度末に比べ95百万円増加し1,913百万円となりまし

た。 

  

④ 少数株主持分 

ユニデン・ディレクトイン株式会社の設立により少数株主持分が発生し、当連結会計年度末の残高は414百万円

となりました。 



⑤ 資本 

利益剰余金は、当期純利益から前期の利益処分による配当金、役員賞与及び中間配当金を差し引いた2,915百万

円の増加となりました。為替換算調整勘定はUNIDEN PHILIPPINES LAGUNA, INC.の清算により取崩損を計上したほ

か期末の対米ドル為替レートが円安傾向にあったこと等により4,607百万円の増加（控除額の減少）となりまし

た。自己株式は経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため500万株の取得を行い前連結会計年度

末に比べ8,844百万円の控除額の増加となりました。資本の部合計では前連結会計年度に比べ1,280百万円減少し

68,766百万円となりました。 

  

(2) 経営成績 

① 売上高及び営業利益 

売上高は、前連結会計年度に比べ 1,773百万円(2.1％)増収の85,733百万円となりました。 

電話関連機器部門では、売上構成が普及機である900MHz帯コードレス電話機から上位機種の2.4GHz帯及び

5.8GHz帯コードレス電話機へ移行いたしました。デザインを一新したモデルや付加価値を高めたモデル等の投入

により販売台数を伸ばすことができ、前連結会計年度に比べ859百万円(1.2％)増収の69,565百万円となりまし

た。 

無線通信・応用機器部門では、CBトランシーバー等で売上を伸びましたが、GMRSが市場の縮小等により売上減

少となりました。結果として当部門の売上高は前連結会計年度に比べ474百万円(3.5％)減少し、13,038百万円と

なりました。 

当連結会計年度より新たに参入したデジタル家電機器部門では、国内市場向けの液晶テレビと米国向けブラウ

ン管テレビを販売し、売上高は1,432百万円となりました。 

販売費及び一般管理費の抑制に注力し、対売上比率を前連結会計年度の17.2％から17.0％へと改善をはかりま

したが、価格の下落等により売上総利益が大きく減少したため、営業利益は前連結会計年度に比べ 8,196百万円

減少し7,662百万円となりました。 

  

② 営業外損益及び経常利益 

営業外収益及び営業外費用は、前連結会計年度の1,998百万円の収益(純額)から2,753百万円の収益(純額)へと

さらに改善いたしました。これは主に受取利息が716百万円増加したことによるものです。 

経常利益は、前連結会計年度に比べ7,441百万円減少し10,415百万円となりました。 

  

③ 特別損益及び当期純利益 

特別利益及び特別損失は、前連結会計年度の2,609百万円の損失(純額)から1,404百万円の損失(純額)となりま

した。当連結会計年度の主な特別損失は、海外子会社の清算に伴い為替換算調整を取り崩したことによる損失

1,794百万円であります。 

当期純利益は、前連結会計年度に比べ7,604百万円減少し5,025百万円となりました。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当グループは、長期的に成長が期待できる製品分野及び研究開発分野に重点を置き、合わせて省力化、合理化及び

製品の信頼性向上のための投資を行っております。当連結会計年度の設備投資(有形固定資産検収ベース数値。金額に

は消費税等を含まない。)の総額は4,617百万円で、内訳は次のとおりであります。 

なお、所要資金は、自己資金によっております。 

  

＜電話関連機器部門＞ 

主に、生産能力アップのための機械装置の投資であります。 

設備投資金額は、3,166百万円であります。 

  

＜無線通信・応用機器部門＞ 

主に、設備更新のための工具器具備品の投資であります。 

設備投資金額は、811百万円であります。 

  

＜デジタル家電部門＞ 

主に、開発用の測定器及び生産用の機械装置の投資であります。 

設備投資金額は、368百万円であります。 

  

＜その他部門＞ 

主に、部品生産設備更新のための機械装置及び工具器具備品の投資であります。 

設備投資金額は、272百万円であります。 

  



２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 
(平成18年３月31日現在) 

  

(2) 国内子会社 

該当事項はありません。 

  

(3) 在外子会社 
(平成18年３月31日現在) 

(注) １ 帳簿価額には、建設仮勘定を含んでおりません。 

２ 現在休止中の主要な設備は、ありません。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業部門 
の名称 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(名)

建物及び
構築物 

機械装置
及び運搬具 

土地
(面積㎡) 

その他 合計 

東京本社 
(東京都中央区) 

全社部門 本社設備 1,315 18
7,127
(896.14) 

207 8,667 342

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業部門 
の名称 

設備 
の 
内容 

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(名) 

建物及び
構築物 

機械装置
及び運搬具

土地
(面積㎡) 

その他 合計 

UNIDEN 
AMERICA 
CORPORATION 
他４社 

米国販売
事務所 
(アメリカ
合衆国テ
キサス州) 

電話関連
機器部門 
無 線 通
信・応用
機器部門 
その他部
門 

販売 
設備 

490 ―
493

(70,456.01)
598 1,581 203

友利電電子 
(深圳)有限公司 

中国第一
工場 
(中華人民
共和国広
東省) 

電話関連
機器部門 
無 線 通
信・応用
機器部門 
デジタル
家電機器
部門 
その他部
門 

製品 
生産 
設備 

1,754 1,864 ― 1,397 5,015 10,140

友利電電子 
(深圳)有限公司 

中国クリ
スタル工
場 
(中華人民
共和国広
東省) 

電話関連
機器部門 
無 線 通
信・応用
機器部門 
その他部
門 

部品 
生産 
設備 

169 495 ― 52 716 1,362

友利電電子 
(江西)有限公司 

中国第二
工場 
(中華人民
共和国江
西省) 

電話関連 
機器部門 

製品 
生産 
設備 

― 1,196 ― 170 1,366 3,199

UNIDEN 
ELECTRONICS 
PHILIPPINES, 
INC. 

フィリピ
ン工場 
(フィリピ
ン共和国
ラグナ) 

電話関連
機器部門 

製品 
生産 
設備 

232 2,008 ― 56 2,296 4,168



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

当グループの設備投資については、期末時点において個々のプロジェクトごとに決定しておりません。 

当連結会計年度後１年間の設備投資計画は4,300百万円を予定しており、その主なものは生産用の機械装置及び金

型等の工具器具備品であります。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) 定款の定めは、次のとおりであります。『当会社の発行する株式の総数は、16,900万株とする。』 

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 169,000,000

計 169,000,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月29日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 63,139,649 63,139,649
東京証券取引所
(市場第一部) 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 63,139,649 63,139,649 ― ― 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) １ 転換社債の株式への転換による増加であります。 

２ 株主総会の決議に基づき、資本準備金を取り崩しその他資本剰余金へ振り替えたことによる減少であります。 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 自己株式5,123,780株は、「個人その他」に5,123単元及び「単元未満株式の状況」に780株含めて記載しております。 

２ 上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成13年４月１日～ 
平成14年３月31日(注)１ 

3,852 57,425 728 34,999 727 12,724

平成14年７月29日 
(注)２ 

― 57,425 ― 34,999 △3,974 8,750

平成14年４月１日～ 
平成15年３月31日(注)１ 

4,286 61,711 750 35,749 750 9,500

平成15年４月１日～ 
平成16年３月31日(注)１ 

1,429 63,140 250 35,999 250 9,750

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 69 43 204 218 1 7,467 8,002 ―

所有株式数 
(単元) 

― 17,462 1,273 2,519 23,806 20 17,225 62,305 834,649

所有株式数 
の割合(％) 

― 28.03 2.04 4.04 38.21 0.03 27.65 100.00 ―



(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 上記のほか、自己株式が5,123千株あります。 

２ 上記所有株式のうち、信託業務に係わる株式数は次のとおりであります。 

３ 住友信託銀行株式会社から、平成18年１月31日付で提出された大量保有報告書により同日現在で以下のとおり株式を保有

している旨の報告は受けておりますが、当社として期末時点における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の

状況には含めておりません。 

  

  

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８―11 8,385 13.28

エイチエスビーシーファンドサ
ービシィズスパークスアセット
マネジメントコーポレイテッド 

１ QUEEN'S ROAD CENTRAL HONG KONG
5,440 8.61

(常任代理人 香港上海銀行東
京支店) 

(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11―３ 4,039 6.39

エイチエスビーシーファンドサ
ービシィズスパークスアセット
マネジメントリミテッドユーエ
スクライアント 

C/O SPARX INVESTMENT+RESEARCH, USA, 
INC. 360 MADISON AVENUE, 22ND FLOOR  
NEW YORK, NEW YORK 10017 USA 4,027 6.37

(常任代理人 香港上海銀行東
京支店) 

(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

バンクオブニューヨークヨーロ
ッパリミテッドルクセンブルグ
131800 

６D ROUTE DE TREVES L-2633
SENNINGER BERG LUXEMBOURG 

2,942 4.65
(常任代理人 株式会社みずほ
コーポレート銀行兜町証券決済
業務室) 

(東京都中央区日本橋兜町６番７号)

有限会社フジファンド 東京都千代田区紀尾井町３―32 2,000 3.16

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２―10 981 1.55

ガバメントオブシンガポールイ
ンベストメントコーポレーショ
ンピーリミテッド 

168 ROBINSON ROAD #37-01 CAPITAL 
TOWER SINGAPORE 068912 SINGAPORE 

882 1.39

(常任代理人 香港上海銀行東
京支店) 

(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

ビービーエイチパトナムインタ
ーナショナルボイジャーファン
ド 

ONE POST OFFICE SQ BOSTON 
MASSACHUSETTS 02109 USA 

802 1.27

(常任代理人 香港上海銀行東
京支店) 

(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

ドイチェバンクアーゲーロンド
ンピービーノントリティークラ
イアンツ613 

WINCHESTER HOUSE 1 GREAT WINCHESTER 
STREET LONDON EC2N 2DB UK 

705 1.11

(常任代理人 株式会社ドイツ
証券株式会社) 

(東京都千代田区永田町２丁目11番１号
山王パークタワー) 

計 ― 30,203 47.78

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 8,385千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4,039

氏名または名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

住友信託銀行株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 4,420 7.00 



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権２個)含まれておりま

す。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式780株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式5,123,000 

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

57,182,000 
57,182 同上

単元未満株式 
普通株式 

834,649 
― 同上

発行済株式総数 63,139,649 ― ― 

総株主の議決権 ― 57,182 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
ユニデン株式会社 

東京都中央区八丁堀 
２丁目12番７号 

5,123,000 ― 5,123,000 8.11

計 ― 5,123,000 ― 5,123,000 8.11



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 
  

  
イ 【定時総会決議による買受けの状況】 

該当事項はありません。 

  

ロ 【子会社からの買受けの状況】 

該当事項はありません。 

  

ハ 【取締役会決議による買受けの状況】 

平成18年６月29日現在 

  

ニ 【所得自己株式の処理状況】 

平成18年６月29日現在 

  

ホ 【自己株式の保有状況】 

平成18年６月29日現在 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

 【株式の種類】 普通株式 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

取締役会での決議状況 
(平成17年６月29日決議) 

5,000,000 9,000,000,000

前決議期間における取得自己株式 5,000,000 8,755,543,000

残存決議株式数及び価額の総額 0 244,457,000

未行使割合(％) 0 2.72

区分 処分、消却又は移転株式数(株) 処分価額の総額(円) 

新株発行に関する手続を準用する処分
を行った自己株式 

― ― 

消却の準用を行った取得自己株式 ― ― 

合併、株式変換、会社分割に係る取得
自己株式の移転 

― ― 

区分 株式数(株)

保有自己株式数 5,000,000



(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつとして認識しており、業績に裏付けられた適正

な利益配分を、積極的・継続的に実施すべく努力してまいります。また、内部留保資金につきましては、新規カテゴ

リーへの開発投資・生産キャパシティ増強のための設備投資・戦略的買収提携・有望事業への出資等、マーケティン

グ機会を強化拡大し、ビジネスポテンシャルを高めるための具体的事項に有効投資してまいります。 

当期の配当金につきましては、上記方針に基づき、１株につき30円(うち中間配当15円)の利益配当案が決議されま

した。 

  

(注) 第41期の中間配当に関する取締役会の決議日は、平成17年11月21日であります。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

回次 第37期 第38期 第39期 第40期 第41期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) 614 928 2,350 2,415 2,860

最低(円) 249 420 779 1,629 1,581

月別 
平成17年 
10月 

11月 12月
平成18年
１月 

２月 ３月 

最高(円) 2,065 2,285 2,530 2,860 2,590 1,919

最低(円) 1,663 1,953 2,215 2,280 1,611 1,652



５ 【役員の状況】 

  

(注) 監査役田口武男及び黒田克司は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表取締役 
  

取締役社長 
  大 森   聡 昭和36年２月17日生

昭和63年４月 当社入社

5

平成12年６月 営業本部副本部長

平成12年12月 UNIDEN AMERICA CORPORATION上級

副社長 
平成13年６月 当社専務取締役

平成14年６月 UNIDEN AMERICA CORPORATION社長 
平成15年６月 当社代表取締役専務

平成15年10月 当社代表取締役社長(現在) 

代表取締役 
  

取締役副社長 
  前 田 弘 之 昭和39年２月22日生

昭和61年４月 当社入社

3

平成13年４月 購買本部副本部長香港担当 
平成15年10月 当社購買本部本部長

平成16年６月 当社取締役

平成17年４月 当社代表取締役副社長(現在) 

取締役 
  

ファウンダー 
  藤 本 秀 朗 昭和10年６月14日生

昭和35年４月 ツルミ貿易株式会社入社

―

昭和41年２月 当社設立、取締役

昭和41年10月 当社代表取締役社長

昭和62年１月 当社代表取締役会長

平成８年６月 当社代表取締役会長兼社長 
平成９年４月 当社代表取締役会長

平成12年10月 当社取締役

平成16年11月 当社代表取締役ファウンダー 
当社代表取締役会長

平成18年６月 当社取締役ファウンダー(現在) 

取締役   松 岡 好 則 昭和36年２月７日生

昭和59年４月 当社入社

4

平成４年４月 UNIDEN  PHILIPPINES,INC.製造本

部長兼工場長 
平成６年６月 当社取締役

平成12年６月 当社取締役退任

平成13年４月 友利電電子(深圳)有限公司工場長 
平成16年６月 当社取締役(現在)

平成17年４月 友利電電子(深圳)有限公司董事長

(現在) 
香港友利電有限公司董事長(現在) 

取締役   鷺 山 康 孝 昭和36年７月10日生

昭和60年４月 当社入社

3

平成９年４月 UNIDEN PHILIPPINES LAGUNA,INC.

社長 
平成９年６月 当社取締役

平成11年６月 当社取締役辞任

平成15年10月 友利電電子(江西)有限公司工場長 
平成16年６月 当社取締役(現在)

平成17年５月 UNIDEN ELECTRONICS 

PHILIPPINES, INC.社長(現在) 

常勤監査役   田 口 武 男 昭和17年６月３日生

昭和41年３月 ニチレキ株式会社入社

―

平成４年４月 同社総務部部長

平成12年３月 同社経理部長兼総務部長

平成13年６月 同社監査役

平成18年６月 当社常勤監査役(現在)

監査役   黒 田 克 司 昭和22年12月４日生

昭和47年３月 公認会計士登録

7
昭和58年３月 当社監査役(現在)

平成３年５月 監査法人日本橋事務所代表社員 
平成５年５月 同監査法人理事長(現在)

監査役   三 輪 豊 明 昭和36年７月30日生

昭和63年４月 大和証券株式会社入社

―

平成元年８月 当社入社

平成４年２月 香港友利電有限公司取締役 
平成６年２月 当社退社

平成７年７月 株式会社U.S. エデュケーショ

ン・ネットワーク設立 
同社代表取締役(現在) 

平成16年６月 当社監査役(現在)

計 22



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

当社は企業価値の増大を図るためにコーポレート・ガバナンスを強化することが重要であると認識しています。そ

して事業の発展と同時に経営の透明性を確保することを重要な経営方針と位置付けております。 

(1) 会社の機関の内容 

当社は取締役５名により定期的に取締役会を開催しております。また当社は監査役制度を採用しており、監査役

会は社外監査役２名を含む監査役３名で構成しております。 

(2) 内部統制システムの整備の状況及びリスク管理体制の整備の状況 

取締役会は法令および定款に定められた事項および経営に関する重要事項については取締役会規定に基づき運営

しております。常勤監査役は取締役会および重要な会議に出席し経営に対するチェックを随時行っております。会

計監査人につきましては、新日本監査法人と監査契約を締結しており、監査役と連携を図りながら、適宜、法令に

基づく会計監査が行われております。また、法律事務所と顧問契約を締結し、経営判断上の参考とするため必要に

応じてアドバイスを受ける体制を採り、法的リスクの軽減に努めております。 

(3) 役員報酬の内容 

① 取締役及び監査役の年間報酬総額 
  

  
(注) 当社には社外取締役はおりません。 

② 平成17年６月29日開催の株主総会決議に基づく利益処分による役員賞与金 

取締役 ７名   116百万円 

③ 平成17年６月29日開催の株主総会決議に基づく退職慰労金 

取締役 ３名   35百万円 

(4) 監査報酬の内容 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬   24百万円 

上記以外の業務に基づく報酬はありません。 

(5) 内部監査及び監査役監査の組織 

取締役による業務執行状況の監督、監査役および監査役会による監査を行っております。 

(6) 社外取締役及び社外監査役と提出会社との関係 

当社は社外取締役はおりません。また、社外監査役２名と当社との間には現在特別な利害関係はありません。 

区分 支給人員 支給額 

取締役 3名 90百万円

監査役 3名 12百万円

合計 6名 102百万円



(7) 会計監査の状況 

① 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名および継続監査年数 
  

  
 ※ 継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。 

 ※ 同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をと

っております。 

  

② 監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士 ６名  会計士補 ７名  その他 １名 

  

公認会計士の氏名等 所属する監査法人等 

指定社員 
業務執行社員 

吉 田 高 志 
新日本監査法人

金 子 秀 嗣 



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及

び第40期事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表並びに当連結会計年度

(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)及び第41期事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の

連結財務諸表及び財務諸表については、新日本監査法人の監査を受けております。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

現金及び預金  17,671 8,685  

受取手形及び売掛金  12,561 16,080  

たな卸資産  9,324 14,388  

繰延税金資産  1,028 1,165  

その他  750 1,648  

貸倒引当金  △931 △654  

流動資産合計  40,403 43.3 41,312 39.1

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

建物及び構築物 10,613 10,965    

減価償却累計額 5,837 4,776 6,221 4,744  

機械装置及び運搬具 7,732 10,956    

減価償却累計額 3,999 3,733 5,346 5,610  

工具器具備品 9,689 11,934    

減価償却累計額 7,682 2,007 9,237 2,697  

土地  9,394 9,437  

建設仮勘定  36 166  

有形固定資産合計  19,946 21.4 22,654 21.5

２ 無形固定資産  119 0.1 687 0.7

３ 投資その他の資産     

投資有価証券 ※１  801 872  

長期預金  31,355 39,520  

その他 ※１  592 500  

投資その他の資産合計  32,748 35.2 40,892 38.7

固定資産合計  52,813 56.7 64,233 60.9

資産合計  93,216 100.0 105,545 100.0

      



  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

支払手形及び買掛金  8,285 9,290  

短期借入金  2,000 15,200  

未払費用  5,027 3,760  

未払法人税等  2,649 3,261  

賞与引当金  268 212  

製品保証引当金  136 141  

その他  2,987 2,588  

流動負債合計  21,352 22.9 34,452 32.6

Ⅱ 固定負債     

退職給付引当金  ― 80  

役員退職慰労引当金  1,814 1,829  

その他  4 4  

固定負債合計  1,818 2.0 1,913 1.8

負債合計  23,170 24.9 36,365 34.4

(少数株主持分)     

  少数株主持分  ― 414 0.4

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２  35,999 38.6 35,999 34.1

Ⅱ 資本剰余金  13,848 14.9 13,848 13.1

Ⅲ 利益剰余金  32,199 34.5 35,114 33.3

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

 ― 42 0.0

Ⅴ 為替換算調整勘定  △11,828 △12.7 △7,221 △6.8

Ⅵ 自己株式 ※３  △172 △0.2 △9,016 △8.5

資本合計  70,046 75.1 68,766 65.2

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 93,216 100.0 105,545 100.0

      



② 【連結損益計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  83,960 100.0 85,733 100.0

Ⅱ 売上原価  53,686 63.9 63,545 74.1

売上総利益  30,274 36.1 22,188 25.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  14,416 17.2 14,526 17.0

営業利益  15,858 18.9 7,662 8.9

Ⅳ 営業外収益     

受取利息 1,005 1,721    

受取配当金 2 4    

為替差益 888 1,062    

その他 132 2,027 2.4 260 3,047 3.5

Ⅴ 営業外費用     

支払利息 1 42    

たな卸資産廃棄損 14 18    

たな卸資産評価損 0 182    

減価償却費 4 7    

訴訟和解金 3 ―    

その他 7 29 0.0 45 294 0.3

経常利益  17,856 21.3 10,415 12.1



  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益     

固定資産売却益 ※３ 8 0    

貸倒引当金戻入益 ― 103    

係争関連費用戻入益 ― 441    

非連結子会社清算益 132 140 0.2 ― 544 0.6

Ⅶ 特別損失     

固定資産除売却損 ※4,5 54 37    

子会社清算に伴う為替 
換算調整勘定取崩損 

― 1,794    

減損損失 ※６ 1,894 ―    

過年度役員退職慰労 
引当金繰入額 

801 ―    

その他 ― 2,749 3.3 117 1,948 2.2

税金等調整前当期純利益  15,247 18.2 9,011 10.5

法人税、住民税 
及び事業税 

3,408 4,147    

法人税等調整額 △790 2,618 3.2 △125 4,022 4.6

少数株主損失  ― 36 0.0

当期純利益  12,629 15.0 5,025 5.9

      



③ 【連結剰余金計算書】 
  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 13,848 13,848

Ⅱ 資本剰余金期末残高 13,848 13,848

   

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 21,221 32,199

Ⅱ 利益剰余金増加高  

当期純利益 12,629 5,025

Ⅲ 利益剰余金減少高  

配当金 1,578 1,974  

役員賞与 73 1,651 136 2,110

Ⅳ 利益剰余金期末残高 32,199 35,114

   



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前当期純利益   15,247 9,011 

減価償却費   2,187 2,795 

貸倒引当金の増加額(△減少額)   55 △342 

受取利息及び受取配当金   △1,007 △1,725 

支払利息   1 42 

為替差益   △320 △2,802 

固定資産除売却損   54 37 

子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損   ― 1,794 

減損損失   1,894 ― 

過年度役員退職慰労引当金繰入額   801 ― 

係争関連費用戻入益   ― 441 

非連結子会社清算益   △132 ― 

売上債権の減少額(△増加額)   1,969 △2,522 

たな卸資産の減少額(△増加額)   340 △3,950 

仕入債務の増加額(△減少額)   △59 117 

その他   1,040 △2,982 

小計   22,070 △968 

利息及び配当金の受取額   832 1,603 

利息の支払額   △1 △41 

法人税等の支払額   △1,497 △3,561 

営業活動によるキャッシュ・フロー   21,404 △2,967 

Ⅱ 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   △5,000 △4,460 

有形固定資産の売却による収入   25 15 

無形固定資産の取得による支出   ― △539 

定期預金の預入による支出   △15,860 △4,936 

その他の取得による支出   △46 ― 

その他の売却による収入   9 6 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △20,872 △9,914 

Ⅲ 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   2,000 13,200 

少数株主への株式の発行による収入   ― 450 

自己株式の取得による支出   ― △8,844 

配当金の支払額   △1,581 △1,977 

ファイナンスリース債務の返済による支出   △3 ― 

その他   △163 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー   253 2,829 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   214 1,066 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)   999 △8,986 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   16,672 17,671 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 17,671 8,685 

      



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(1) 連結の範囲に関する事項 

 ①子会社20社のうち11社(全て在外子会社)は連結の範

囲に含めており、９社は連結の範囲から除外してお

ります。連結子会社名は「第１ 企業の概況 ４ 関

係会社の状況」に記載のとおりであります。 

なお、当連結会計年度より新規に設立しました

UNIDEN HOME ELECTRONICS CORPORATION を連結の範

囲に含めております。 

(1) 連結の範囲に関する事項 

 ①子会社20社のうち12社は連結の範囲に含めており、

８社は連結の範囲から除外しております。連結子会

社名は「第１ 企業の概況 ４ 関係会社の状況」に

記載のとおりであります。 

なお、当連結会計年度より新規に設立しました

UNIDEN ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.及びユニデ

ン・ディレクトイン株式会社を連結の範囲に含めて

おります。また、連結子会社であった UNIDEN 

PHILIPPINES LAGUNA,INC.は当連結会計年度に清算

したため、連結の範囲から除外しております。 

 ②非連結子会社９社はいずれも総資産、売上高、当期

純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、全体としても重要性はありません。 

  主要な非連結子会社の名称 

   ネットウィナーズ㈱ 

 ②非連結子会社８社はいずれも総資産、売上高、当期

純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であ

り、全体としても重要性はありません。 

  主要な非連結子会社の名称 

   ネットウィナーズ㈱ 

(2) 持分法の適用に関する事項 

 ①非連結子会社９社は持分法の適用から除外しており

ます。 

(2) 持分法の適用に関する事項 

 ①非連結子会社８社は持分法の適用から除外しており

ます。 

 ②持分法の適用から除外した非連結子会社９社につい

ては、当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、全体としても重要性はありません。 

  持分法を適用しない非連結子会社のうち主要な会社

等の名称 

   ネットウィナーズ㈱ 

 ②持分法の適用から除外した非連結子会社８社につい

ては、当期純利益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、全体としても重要性はありません。 

  持分法を適用しない非連結子会社のうち主要な会社

等の名称 

   ネットウィナーズ㈱ 

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  決算日が連結決算日と異なる場合の内容等 

  連結子会社のうち友利電電子(江西)有限公司の決算

日は12月31日であります。 

  連結財務諸表の作成にあたり、同社については連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使

用しております。 

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項 

  決算日が連結決算日と異なる場合の内容等 

       同左 

(4) 会計処理基準に関する事項 

 ① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

(4) 会計処理基準に関する事項 

 ① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

 (イ)有価証券 

 ａ その他有価証券 

―――――― 

  

  

  

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法によっております。 

 ｂ 子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法によっております。 

 (イ)有価証券 

 ａ その他有価証券 

   時価のあるもの 

    連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価

差額は部分資本直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)によっております。 

   時価のないもの 

       同左 

 ｂ 子会社株式及び関連会社株式 

       同左 

 (ロ)デリバティブ取引 

   時価法によっております。 

 (ロ)デリバティブ取引 

       同左 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (ハ)たな卸資産 

 製品    主として移動平均法による低価法であり

ます。 

 (ハ)たな卸資産 

 製品    同左 

 仕掛品   総平均法による低価法であります。  仕掛品   同左 

 原材料   主として総平均法による低価法でありま

す。 

 原材料   同左 

 貯蔵品   主として移動平均法による原価法であり

ます。 

 貯蔵品   同左 

 ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 (イ)有形固定資産 

   親会社は定率法を、また、在外連結子会社は当該

国の会計基準に基づく定額法を採用しておりま

す。なお、耐用年数については、親会社は法人税

法に規定する方法と同一の基準によっており、在

外連結子会社は建物及び構築物は15年から25年、

機械装置及び運搬具は３年から７年、工具器具備

品は１年から５年であります。 

 ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 (イ)有形固定資産 

   親会社及び国内連結子会社は定率法を、また、在

外連結子会社は当該国の会計基準に基づく定額法

を採用しております。なお、耐用年数について

は、親会社及び国内連結子会社は法人税法に規定

する方法と同一の基準によっており、在外連結子

会社は建物及び構築物は15年から25年、機械装置

及び運搬具は３年から７年、工具器具備品は１年

から５年であります。 

 (ロ)無形固定資産 

   定額法を採用しております。なお、耐用年数につ

いては、主として法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。 

   ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、

社内における見込み利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。 

 (ロ)無形固定資産 

       同左 

 ③ 重要な引当金の計上基準 

 (イ)貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

 ③ 重要な引当金の計上基準 

 (イ)貸倒引当金 

       同左 

 (ロ)賞与引当金 

   従業員に支給する賞与に備えて、支給見込額基準

により計上しております。 

 (ロ)賞与引当金 

       同左 

 (ハ)退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当連結会計年度末において発生している

と認められる額を計上しております。 

   数理計算上の差異については、翌連結会計年度に

おいて一括費用処理しております。 

   当連結会計年度については、年金資産見込額が退

職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異およ

び未認識過去勤務債務を加減した額を超過してい

るため、超過額を前払年金費用(投資その他の資

産の「その他」)に計上しております。 

 (ハ)退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度

末における退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき、当連結会計年度末において発生している

と認められる額を計上しております。 

   数理計算上の差異については、翌連結会計年度に

おいて一括費用処理しております。 

  

 (ニ)役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金に充てるため、内規に基づく期

末要支給額を計上しております。 

 (ニ)役員退職慰労引当金 

       同左 

 (ホ)製品保証引当金 

   販売済製品の保証期間中における無償補修に備え

て、過去の補修実績率により計算した当連結会計

年度の負担額を計上しております。 

 (ホ)製品保証引当金 

       同左 



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 ④ 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務

諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。 

  なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資

本の部における為替換算調整勘定に含めておりま

す。 

 ④ 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務

諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨への換算の基準 

       同左 

 ⑤ 重要なリース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

 ⑤ 重要なリース取引の処理方法 

       同左 

 ⑥ 重要なヘッジ会計の方法 

  該当事項はありません。 

 ⑥ 重要なヘッジ会計の方法 

       同左 

 ⑦ その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

 ⑦ その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

       同左 

(5) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価方法は、部分時価

評価法によっております。 

(5) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

       同左 

(6) 連結調整勘定の償却に関する事項 

  連結調整勘定は、５年間で均等償却しております。 

(6) 連結調整勘定の償却に関する事項 

       同左 

(7) 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

  連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分または損

失処理について、連結会計年度中に確定した利益処

分または損失処理に基づいて作成しております。 

(7) 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

       同左 

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資を含めております。 

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

       同左 



会計方針の変更 

  

  

表示方法の変更 
  

  

追加情報 
  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

固定資産の減損に係る会計基準 

 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会

平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日)が平成16年３月31日に終了する連結会計年

度に係る連結財務諸表から適用できることになったこと

に伴い、当連結会計年度から同会計基準及び同適用指針

を適用しております。これにより税金等調整前当期純利

益が1,894百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

―――――― 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(連結損益計算書) 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取賃

貸料」(当連結会計年度24百万円)は営業外収益の総額の

100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」

に含めて表示することにしました。 

 また、前連結会計年度まで区分掲記しておりました

「不動産賃貸費用」(当連結会計年度１百万円)は、金額

が僅少となったため、営業外費用の「その他」に含めて

表示することにしました。 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 前連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「自己株式の取

得による支出」は、重要性が増したため、当連結会計年

度において区分掲記することに変更しました。なお、前

連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めておりました「自己株式の取得による

支出」は、△162百万円であります。 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

法人事業税における外形標準課税分の連結損益計算書上

の表示方法 

 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」(企業会計基準委員会 平成16年２月13日)が公表さ

れたことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に

基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割143百万円

を販売費及び一般管理費として処理しております。 

―――――― 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

  百万円

投資有価証券(株式) 404

投資その他の資産の
その他(出資金) 

22

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

百万円

投資有価証券(株式) 404

投資その他の資産の
その他(出資金) 

22

※２ 当社の発行済株式総数は普通株式63,140千株であ

ります。 

※２ 当社の発行済株式総数は普通株式63,140千株であ

ります。 

※３ 当社が保有する自己株式の数は普通株式82千株で

あります。 

※３ 当社が保有する自己株式の数は普通株式5,124千

株であります。 



(連結損益計算書関係) 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額

は次のとおりであります。 

  百万円

販売促進費 1,581

給与手当・賞与 2,475

役員退職慰労引当金繰入額 59

研究開発費 4,347

貸倒引当金繰入額 83

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額

は次のとおりであります。 

百万円

給与手当・賞与 2,451

退職給付引当金繰入額 49

役員退職慰労引当金繰入額 50

研究開発費 4,742

※２ 研究開発費の総額 

   販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、

4,347百万円であります。 

※２ 研究開発費の総額 

   販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費は、

4,742百万円であります。 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

機械装置及び運搬具 4

工具器具備品 4

合計 8

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

百万円

機械装置及び運搬具 0

工具器具備品 0

合計 0

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

機械装置及び運搬具 1

工具器具備品 1

合計 2

※４ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

百万円

機械装置及び運搬具 10

工具器具備品 1

合計 11

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

  百万円

機械装置及び運搬具 4

工具器具備品 48

合計 52

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

百万円

建物及び構築物 5

機械装置及び運搬具 2

工具器具備品 19

合計 26

※６ 減損損失 

   当社グループは、賃貸不動産及び遊休資産につい

ては個別物件単位で、事業資産については管理会

計上の区分に従って、資産のグルーピングを行っ

ております。 

   以下の遊休資産について市場価格が下落したた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。 

   なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額を

使用し、不動産鑑定士による鑑定評価額等に基づ

いて評価しております。 

用途 場所 種類 
金額 
(百万円) 

遊休資産 
東京都 
千代田区 

土地 1,335

建物 136

遊休資産 
千葉県 
千葉市他 

土地 423

合計 ― ― 1,894

―――――― 



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

  百万円

現金及び預金勘定 17,671

現金及び現金同等物 17,671

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

百万円

現金及び預金勘定 8,685

現金及び現金同等物 8,685



(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却累 
計額相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

工具器具備品 22 19 3

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却累 
計額相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

機械装置及び
運搬具 

5 1 4 

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。 

       同左 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

  百万円

１年以内 3

１年超 ―

合計 3

２ 未経過リース料期末残高相当額 

       同左 

  

百万円

１年以内 1

１年超 3

合計 4

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

  百万円

支払リース料 26

減価償却費相当額 26

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

百万円

支払リース料 3

減価償却費相当額 3

４ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

       同左 



(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

３ 時価評価されていない有価証券 

  

  

４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

前連結会計年度(平成17年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(平成18年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

区  分 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

 
取得原価 

連結決算日
における 
連結貸借 
対照表計上額

差額 取得原価 

連結決算日 
における 
連結貸借 
対照表計上額 

  
差額 

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

       

株    式 32 102 70 ― ― ― 

合  計 32 102 70 ― ― ― 

区分 

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券   

① 非上場株式 
(店頭売買株式を除く) 

98 66 

② 債券 300 300 

合計 398 366 



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 

  

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

通貨関連 

  

(注) 時価の算定方法は、先物為替相場によっております。 

  

  

次へ 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

①取引の内容 

  当グループの利用しているデリバティブ取引は、為

替予約取引であります。 

①取引の内容 

    同左 

    

②取引に対する取組方針及び利用目的 

  当グループは、為替変動のリスクに備える為、通常

の外貨建営業取引により発生する債権債務に対して為

替予約を使用しております。また、余資運用の為替予

約を行っております。 

②取引に対する取組方針及び利用目的 

    同左 

    

③取引に係るリスクの内容 

  当グループが利用している為替予約取引は、為替相

場の変動リスクを有しております。当グループの取引

の契約先はいずれも信用度の高い国内の銀行である

為、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどない

と認識しております。 

③取引に係るリスクの内容 

    同左 

    

④取引に係るリスク管理体制 

  これらの取引は、その都度担当役員の決裁により実

行しております。 

④取引に係るリスク管理体制 

    同左 

区分 種類 

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

契約額等 
(百万円) 

契約額等 
のうち 
１年超 
(百万円) 

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

契約額等
(百万円)

契約額等
のうち 
１年超 
(百万円)

時価 
(百万円) 

評価損益
(百万円)

市場取 
引以外 
の取引 

為替予約取引       

 売建       

  米ドル ― ― ― ― 35,197 ― 35,112 85

合計 ― ― ― ― 35,197 ― 35,112 85



(退職給付関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度を設けており、昭和64年１月１日より従来の退職金

制度にかえて100％移行しました。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

       同左 

    

２ 退職給付債務に関する事項 

  

  百万円

①退職給付債務 △995

②年金資産 874

③未積立退職給付債務①＋② △121

④未認識数理計算上の差異 131

⑤前払年金費用③＋④ 10

２ 退職給付債務に関する事項 

  

  百万円

①退職給付債務 △1,054

②年金資産 1,038

③未積立退職給付債務①＋② △16

④未認識数理計算上の差異 △64

⑤退職給付引当金③＋④ △80

３ 退職給付費用に関する事項 

  

  百万円

①勤務費用 89

②利息費用 13

③期待運用収益 △11

④数理計算上の差異の費用処理額 △30

⑤退職給付費用①＋②＋③＋④ 61

３ 退職給付費用に関する事項 

  百万円

①勤務費用 98

②利息費用 15

③期待運用収益 △13

④数理計算上の差異の費用処理額 131

⑤退職給付費用①＋②＋③＋④ 231

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①割引率 1.5％

②期待運用収益率 1.5％

③退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④数理計算上の差異の処理年数 翌期一括償却

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①割引率 1.5％

②期待運用収益率 1.5％

③退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

④数理計算上の差異の処理年数 翌期一括償却



(税効果会計関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

  (注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。 

  

繰延税金資産 百万円

 繰越欠損金 353

 固定資産評価損 1,679

 未払費用 768

 役員退職慰労引当金 738

 たな卸資産の未実現利益 343

 貸倒引当金繰入超過額 316

 その他 1,721

 繰延税金資産小計 5,918

 評価性引当金 △4,801

 繰延税金資産合計 1,117

 繰延税金負債合計 ―

 繰延税金資産(負債)の純額 1,117

  百万円

   流動資産 ― 繰延税金資産 1,028

   固定資産 ― 投資その他の 
         資産のその他 

89

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

  (注) 当連結会計年度における繰延税金資産の純額

は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれてお

ります。 

繰延税金資産 百万円

繰越欠損金 353

固定資産評価損 1,676

役員退職慰労引当金 745

未払費用 649

たな卸資産の未実現利益 360

減価償却費 266

その他 1,652

繰延税金資産小計 5,701

評価性引当金 △4,461

繰延税金資産合計 1,240

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △29

その他 △2

繰延税金負債合計 △31

繰延税金資産(負債)の純額 1,209

百万円

  流動資産 ― 繰延税金資産 1,165

  固定資産 ― 投資その他の 
         資産のその他 

46

  流動負債 ― 流動負債のその他 2

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

 法定実効税率 40.7％

 (調整) 

 交際費等永久に損金に算入 
 されない項目 

0.3％

 研究費等の法人税特別控除 △1.5％

 評価性引当金の減少額 △21.7％

 課税ベース及び税率の差異 △3.1％

 その他 2.5％

 税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

17.2％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入
 されない項目 

0.3％

受取配当金等永久に益金に
 算入されない項目 

△0.3％

研究費等の法人税特別控除 △5.6％

評価性引当金の減少額 △6.4％

課税ベース及び税率の差異 0.8％

子会社の清算に伴う為替換算
 調整勘定取崩損 

8.1％

海外子会社の移転価格税等 5.7％

海外子会社留保金課税額 1.6％

その他 △0.3％

税効果会計適用後の法人税等の 
 負担率 

44.6％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

無線関連機器事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セ

グメントの資産の金額の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

無線関連機器事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セ

グメントの資産の金額の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載

を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３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・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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る

費用であり509百万円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(預金及び有価証券)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり30,792百万円であります。 

  

  
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) 

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益 

      

  売上高       

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

12,321 62,400 783 8,456 83,960 ― 83,960

 (2) セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

52,526 249 47,372 0 100,147 (100,147) ―

計 64,847 62,649 48,155 8,456 184,107 (100,147) 83,960

  営業費用 54,454 59,496 48,095 6,708 168,753 (100,651) 68,102

  営業利益 10,393 3,153 60 1,748 15,354 504 15,858

Ⅱ 資産 46,324 49,620 23,918 6,714 126,576 (33,360) 93,216



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３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・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 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門に係る

費用であり539百万円であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(預金及び有価証券)、長期投

資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり31,206百万円であります。 

  

  
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) 

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益 

      

  売上高       

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

10,280 64,956 669 9,828 85,733 ― 85,733

 (2) セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

64,770 258 61,394 0 126,422 (126,422) ―

計 75,050 65,214 62,063 9,828 212,155 (126,422) 85,733

  営業費用 67,979 65,410 62,785 7,736 203,910 (125,839) 78,071

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

7,071 △196 △722 2,092 8,245 (583) 7,662

Ⅱ 資産 53,512 52,005 26,856 8,547 140,920 (35,375) 105,545



【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３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) 東南アジア……………中国・シンガポール 

(3) オセアニア……………オーストラリア・ニュージーランド 

(4) その他の地域…………フランス・ドイツ 

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。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３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。 

４ 地域区分の変更 

 海外売上高における地域区分は、従来、「北米」、「東南アジア」、「オセアニア」、「その他の地域」としておりまし

たが、欧州及び中東地域の売上高が増加しており今後もこの傾向が予想されることに基づき、当連結会計年度より「北

米」、「オセアニア」、「欧州・中東」、「東南アジア」、「その他の地域」に変更しました。 

 なお、前連結会計年度において当連結会計年度の地域区分によった場合の海外売上高は、次のとおりであります。 

  

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)          (単位：百万円) 

  

  北米 東南アジア オセアニア
その他の
地域 

計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 72,440 874 8,456 1,463 83,233

Ⅱ 連結売上高(百万円)     83,960

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

86.3 1.0 10.1 1.7 99.1

  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) 71,733 9,827 1,821 808 114 84,303

Ⅱ 連結売上高(百万円)     85,733

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

83.7 11.5 2.1 0.9 0.1 98.3

  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 72,440 8,456 1,249 874 214 83,233

Ⅱ 連 結 売 上 高     83,960

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合 

86.3％ 10.1％ 1.5％ 1.0％ 0.2％ 99.1％



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

該当事項はありません。 

  

２ 役員及び個人主要株主等 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １ 事務所の賃借料については、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。 

２ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 子会社等 

該当事項はありません。 

  

４ 兄弟会社等 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

該当事項はありません。 

  

２ 役員及び個人主要株主等 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １ 事務所の賃借料については、近隣の取引実勢に基づいて決定しております。 

２ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 
  

  

３ 子会社等 

該当事項はありません。 

  

４ 兄弟会社等 

該当事項はありません。 

  

属性 会社等 
の名称 住所 資本金又

は出資金
事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員及び 
その近親者 藤本秀朗 ― ―

当社代表 
取締役会長 

間接被所有

5.0 
― ―

事務所の賃借
      (注)１

16 ― ―

属性 会社等 
の名称 住所 資本金又

は出資金
事業の内容 
又は職業 

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％) 

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員及び 
その近親者 藤本秀朗 ― ―

当社代表 
取締役会長 

間接被所有

3.4 
― ―

事務所の賃借
      (注)１

16 ― ― 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

(重要な後発事象) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,108.67円 １株当たり純資産額 1,183.56円

１株当たり当期純利益 198.00円 １株当たり当期純利益 82.31円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額  

当期純利益(百万円) 12,629 5,025

普通株主に帰属しない金額(百万円) 136 100

(うち利益処分による役員賞与金) (136) (100)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 12,493 4,925

普通株式の期中平均株式数(千株) 63,096 59,837

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 提出会社は、平成17年６月29日開催の定時株主総会に

おいて定款の一部を変更し、「当社は、商法211条ノ３

第１項第２号の規定により、取締役会の決議をもって自

己株式を買受けることができる」旨を定款に定めており

ます。 

 また、同日開催の取締役会において、商法第211条ノ

３第１項第２号の規定に基づき、自己株式を取得するこ

とを決議いたしました。 

(1) 理由 ： 経営環境の変化に対応した

機動的な資本政策を遂行す

るため 

(2) 取得する株式の種類 ： 普通株式 

(3) 取得する株式の数 ： 5,000,000株(上限) 

(4) 株式取得価額の総額 ： 9,000百万円(上限) 

(5) 自己株式取得の日程 ： 平成17年６月30日から 

平成17年９月20日まで 

――――――



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 2,000 15,200 0.425 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

― ― ― ― 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 2,000 15,200 ― ― 



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
第40期

(平成17年３月31日) 
第41期 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産     

現金及び預金  5,188 2,452  

受取手形  227 291  

売掛金 ※１  5,794 8,023  

商品  1 214  

支給部品  5 6  

貯蔵品  13 5  

前払費用  ― 360  

繰延税金資産  556 740  

短期貸付金 ※１  ― 1,410  

未収入金  210 490  

その他  270 409  

貸倒引当金  △23 △19  

流動資産合計  12,241 15.9 14,381 17.2

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

建物 4,436 4,445    

減価償却累計額 2,372 2,064 2,496 1,949  

構築物 548 548    

減価償却累計額 454 94 464 84  

機械及び装置 91 101    

減価償却累計額 72 19 75 26  

車両及び運搬具 34 40    

減価償却累計額 23 11 27 13  

工具器具及び備品 1,540 1,778    

減価償却累計額 1,240 300 1,389 389  

土地  8,859 8,859  

建設仮勘定  ― 14  

有形固定資産合計  11,347 14.7 11,334 13.5



  

  

  
第40期

(平成17年３月31日) 
第41期 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

２ 無形固定資産     

ソフトウェア  68 102  

ソフトウェア仮勘定  ― 525  

その他  7 7  

無形固定資産合計  75 0.1 634 0.8

３ 投資その他の資産     

投資有価証券  398 468  

関係会社株式  30,690 31,506  

関係会社出資金  22 22  

従業員長期貸付金  26 21  

長期前払費用  7 1  

長期預金  21,908 25,139  

繰延税金資産  89 46  

その他  313 295  

投資その他の資産合計  53,453 69.3 57,498 68.5

固定資産合計  64,875 84.1 69,466 82.8

資産合計  77,116 100.0 83,847 100.0

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

買掛金 ※１  3,466 1,017  

短期借入金  2,000 15,200  

未払金  648 1,441  

未払費用  814 896  

未払法人税等  1,475 2,329  

前受金  16 70  

預り金  90 94  

前受収益  19 2  

賞与引当金  268 207  

その他  10 11  

流動負債合計  8,806 11.4 21,267 25.4



  

  

  
第40期

(平成17年３月31日) 
第41期 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

Ⅱ 固定負債     

退職給付引当金  ― 80  

役員退職慰労引当金  1,814 1,829  

その他  4 4  

固定負債合計  1,818 2.4 1,913 2.3

負債合計  10,624 13.8 23,180 27.7

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※２  35,999 46.7 35,999 42.9

Ⅱ 資本剰余金     

   資本準備金  9,750 9,750  

   その他資本剰余金     

    資本金及び資本準備金 
    減少差益 

 3,974 3,974  

    自己株式処分差益  124 124  

   資本剰余金合計  13,848 17.9 13,848 16.5

Ⅲ 利益剰余金     

   当期未処分利益  16,817 19,794  

   利益剰余金合計  16,817 21.8 19,794 23.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  ― 42 0.1

Ⅴ 自己株式 ※３  △172 △0.2 △9,016 △10.8

資本合計  66,492 86.2 60,667 72.3

負債・資本合計  77,116 100.0 83,847 100.0

      



② 【損益計算書】 

  

  

  
第40期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第41期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高    

商品売上高 ※１ 64,827 75,253   

不動産売上高 20 64,847 100.0 20 75,273 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 商品売上原価    

商品期首たな卸高 13 1   

当期商品仕入高 ※１ 47,775 60,505   

計 47,788 60,506   

他勘定振替高 ※２ 4 7   

商品期末たな卸高 1 214   

差引商品売上原価 47,783 60,285   

２ 不動産売上原価 11 47,794 73.7 11 60,296 80.1

売上総利益  17,053 26.3 14,977 19.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

販売費及び一般管理費 ※3,4  7,168 11.1 8,380 11.1

営業利益  9,885 15.2 6,597 8.8

Ⅳ 営業外収益    

受取利息 556 1,061   

有価証券利息 4 4   

受取配当金 2 3   

為替差益 916 546   

その他 65 1,543 2.4 77 1,691 2.2

Ⅴ 営業外費用    

支払利息 1 42   

たな卸資産評価損 0 ―   

在庫補償等損失額 ※１ 14 163   

減価償却費 4 7   

その他 2 21 0.0 19 231 0.3

経常利益  11,407 17.6 8,057 10.7



  

  

  
第40期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第41期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別利益    

固定資産売却益 ※５ 6 0   

関係会社清算益 132 138 0.2 45 45 0.1

Ⅶ 特別損失    

固定資産除売却損 ※６ 44 17   

減損損失 ※７ 1,894 ―   

過年度役員退職慰労 
引当金繰入額 

801 ―   

訴訟和解金 ― 56   

その他 ― 2,739 4.2 6 79 0.1

税引前当期純利益  8,806 13.6 8,023 10.7

法人税、住民税 
及び事業税 

1,415 3,105   

法人税等調整額 △427 988 1.5 △170 2,935 3.9

当期純利益  7,818 12.1 5,088 6.8

前期繰越利益  9,788 15,577 

中間配当額  789 871 

当期未処分利益  16,817 19,794 

     



③ 【利益処分計算書】 

  

  

株主総会承認年月日 
第40期

(平成17年６月29日) 
第41期 

(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(当期未処分利益の処分)     

Ⅰ 当期未処分利益 16,817 19,794

Ⅱ 利益処分額  

配当金 1,104 870  

役員賞与金 
(うち、監査役賞与) 

136
(―) 

1,240
  

100
(―) 

970
  

Ⅲ 次期繰越利益 15,577 18,824

   

(その他資本剰余金の処分)  

Ⅰ その他資本剰余金 4,099 4,099

Ⅱ その他資本剰余金処分額 ― ―

Ⅲ その他資本剰余金 
  次期繰越額 

4,099 4,099

   



重要な会計方針 

  

  

第40期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第41期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 １ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法に基づく原価法によっております。 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

       同左 

 (2) その他有価証券 

―――――― 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    期末日の市場価格等に基づく時価法によってお

ります。(評価差額のうち、評価差益は資本の

部に計上し、評価差損は当期の損失として処理

する部分資本直入法によって処理し、売却原価

は、移動平均法により、算定しております。) 

   時価のないもの 

    移動平均法に基づく原価法によっております。 

   時価のないもの 

       同左 

２ デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 

   時価法によっております。 

２ デリバティブ取引等の評価基準及び評価方法 

       同左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  商品 

   移動平均法に基づく低価法によっております。 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

  商品 

       同左 

  支給部品 

   個別法(受注管理単位)に基づく原価法によってお

ります。 

  支給部品 

       同左 

  貯蔵品 

   移動平均法に基づく原価法によっております。 

  貯蔵品 

       同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   定率法を採用しております。なお、耐用年数及び

残存価額については、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。(ただし、賃貸用

マンションについては定額法によっておりま

す。) 

４ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

       同左 

 (2) 無形固定資産 

   定額法を採用しております。なお、耐用年数につ

いては、法人税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。ただし、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内における見込み利用可能

期間(５年)に基づく定額法によっております。 

 (2) 無形固定資産 

       同左 



  

  

第40期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第41期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

５ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

５ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

       同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に支給する賞与に備えて、支給見込額基準

により計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

       同左 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当

期末において発生していると認められる額を計上

しております。 

   当期については、年金資産見込額が退職給付債務

見込額に未認識数理計算上の差異および未認識過

去勤務債務を加減した額を超過しているため、超

過額を前払年金費用(投資その他資産の「その

他」)に計上しております。 

   なお、数理計算上の差異は、翌期に一括費用処理

しております。 

 (3) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当

期末において発生していると認められる額を計上

しております。 

   なお、数理計算上の差異は、翌期に一括費用処理

しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金に充てるため、内規に基づく当

期末要支給額を計上しております。 

 (4) 役員退職慰労引当金 

       同左 

６ リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

６ リース取引の処理方法 

       同左 

７ ヘッジ会計の方法 

  該当事項はありません。 

７ ヘッジ会計の方法 

       同左 

８ その他の財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 

  消費税等の会計処理について 

   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。 

８ その他の財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 

  消費税等の会計処理について 

       同左 



会計方針の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

追加情報 

  

  

第40期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第41期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

固定資産の減損に係る会計基準 

 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会

平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日)が平成16年３月31日に終了する事業年度に

係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、

当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適用してお

ります。これにより税引前当期純利益は1,894百万円減

少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

―――――― 

第40期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第41期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(損益計算書) 

 前期まで区分掲記しておりました「受取賃貸料」(当

期23百万円)は営業外収益の総額の100分の10以下となっ

たため、営業外収益の「その他」に含めて表示すること

にしました。 

 また、前期まで区分掲記しておりました「不動産賃貸

費用」(当期１百万円)は、金額が僅少となったため、営

業外費用の「その他」に含めて表示することにしまし

た。 

―――――― 

第40期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第41期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

法人事業税における外形標準課税分の損益計算書上の表

示方法 

 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」(企業会計基準委員会 平成16年２月13日)が公表さ

れたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づ

き、法人事業税の付加価値割及び資本割143百万円を販

売費及び一般管理費として処理しております。 

―――――― 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

第40期 
(平成17年３月31日) 

第41期
(平成18年３月31日) 

※１ 関係会社に対する主な債権債務 

    (区分掲記されたもの以外) 

  百万円

売掛金 4,705

買掛金 3,399

※１ 関係会社に対する主な債権債務 

    (区分掲記されたもの以外) 

百万円

売掛金 6,861

買掛金 1,002

短期貸付金 1,410

※２ 資本金 

    会社が発行する株式 

    発行済株式総数 

普通株式 169,000千株 

普通株式 63,140千株 

※２ 資本金 

    会社が発行する株式 

    発行済株式総数 

普通株式 169,000千株 

普通株式 63,140千株 

※３ 自己株式の保有数  普通株式 82千株 ※３ 自己株式の保有数  普通株式 5,124千株 

――――――  ４ 保証債務 

   UNIDEN AUSTRALIA PTY.LTD.に対して、取引代金

の支払保証を行っております。 

被保証者 金額 

UNIDEN AUSTRALIA PTY.LTD.
百万円 

1 

――――――  ５ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号に規定する金額は、

42百万円であります。 



(損益計算書関係) 

  

  

第40期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第41期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ このうち関係会社との主な取引は次のとおりであ

ります。 

  百万円

売上高 52,526

仕入高 47,634

営業外費用 14

※１ このうち関係会社との主な取引は次のとおりであ

ります。 

百万円

売上高 65,641

仕入高 60,393

 

※２ この内訳は次のとおりであります。 

  百万円

未収入金勘定への振替高 1

販売費及び一般管理費 3

営業外費用 0

計 4

※２ この内訳は次のとおりであります。 

百万円

未収入金勘定への振替高 0

販売費及び一般管理費 7

計 7

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は6.2％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は93.8％であります。主要な費用及び金額は次の

とおりであります。 

  百万円

給料手当・賞与 635

役員退職慰労引当金繰入額 59

研究開発費 4,291

減価償却費 217

業務委託費 469

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は15.5％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は84.5％であります。主要な費用及び金額は次の

とおりであります。 

百万円

給料手当・賞与 560

広告宣伝費 793

研究開発費 4,663

減価償却費 255

業務委託費 617

※４ 研究開発費の総額 

   販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は、4,291百万円であります。 

※４ 研究開発費の総額 

   販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総

額は、4,663百万円であります。 

※５ この内訳は次のとおりであります。 

  百万円

建物 1

機械装置 1

工具器具備品 4

売却益合計 6

※５ この内訳は次のとおりであります。 

百万円

工具器具備品 0



  

  

第40期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第41期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※６ この内訳は次のとおりであります。 

  百万円

工具器具及び備品 1

売却損合計 1

  百万円

機械及び装置 1

工具器具及び備品 42

除却損合計 43

合計 44

※６ この内訳は次のとおりであります。 

百万円

建物 4

工具器具及び備品 13

除却損合計 17

 

※７ 減損損失 

   当社は、賃貸不動産及び遊休資産については個別

物件単位で、事業資産については管理会計上の区

分に従って、資産のグルーピングを行っておりま

す。 

   以下の遊休資産について市場価格が下落したた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。 

   なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額を

使用し、不動産鑑定士による鑑定評価額等に基づ

いて評価しております。 

用途 場所 種類 
金額 
(百万円) 

遊休資産 
東京都 
千代田区 

土地 1,335

建物 136

遊休資産 
千葉県 
千葉市他 

土地 423

合計 ― ― 1,894

―――――― 



  
(リース取引関係) 

  

  

第40期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第41期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び当期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び当期末残高相当額 

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却累 
計額相当額 
(百万円) 

当期末残高
相当額 
(百万円) 

工具器具及び
備品 

22 19 3

       同左 

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却累 
計額相当額 
(百万円) 

当期末残高 
相当額 
(百万円) 

車両及び
運搬具 

5 1 4 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

  百万円

１年内 3

１年超 ―

合計 3

２ 未経過リース料期末残高相当額 

       同左 

百万円

１年内 1

１年超 3

合計 4

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

  百万円

支払リース料 26

減価償却費相当額 26

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

百万円

支払リース料 3

減価償却費相当額 3

４ 減価償却費相当額 

  リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定

額法によっております。 

４ 減価償却費相当額 

       同左 



(有価証券関係) 

第40期、第41期ともに、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

(税効果会計関係) 

  

  

第40期 
(平成17年３月31日) 

第41期
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 

  繰延税金資産 

  (注) 当事業年度における繰延税金資産の純額は、

貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

  百万円

   関係会社株式評価損 6,067 

   固定資産評価損 1,679 

   役員退職慰労引当金 738 

   未払費用 278 

   出資金評価損 187 

   未払事業税 173 

   その他 404 

   繰延税金資産小計 9,526 

   評価性引当金 △8,881 

  繰延税金資産合計 645 

  繰延税金負債合計 ― 

  繰延税金資産(負債)の純額 645 

     流動資産 ― 繰延税金資産 556 

     固定資産 ― 繰延税金資産 89 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

  繰延税金資産 

  (注) 当事業年度における繰延税金資産の純額は、

貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

  百万円

   関係会社株式評価損 6,049 

   固定資産評価損 1,676 

   役員退職慰労引当金 745 

   未払費用 355 

   未払事業税 237 

   出資金評価損 187 

   その他 599 

   繰延税金資産小計 9,848 

   評価性引当金 △9,033 

  繰延税金資産合計 815 

  繰延税金負債   

   その他有価証券評価差額金 △29 

  繰延税金負債合計 △29 

  繰延税金資産(負債)の純額 786 

     流動資産 ― 繰延税金資産 740 

     固定資産 ― 繰延税金資産 46 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異に関する項目別内訳 

   法定実効税率 40.7％

   (調整)   

   交際費等永久に損金に算入 
   されない項目 

0.5 

   住民税均等割等 0.1 

   研究費等の法人税特別控除 △2.6 

   評価性引当金の減少額 △27.5 

   その他 0.0 

   税効果会計適用後の法人税等の 
   負担率 

11.2 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異に関する項目別内訳 

   法定実効税率 40.7％

   (調整)   

  交際費等永久に損金に算入
   されない項目 

0.3 

   住民税均等割等 0.1 

   研究費等の法人税特別控除 △6.3 

   評価性引当金の減少額 1.9 

   その他 △0.1 

  税効果会計適用後の法人税等の
   負担率 

36.6 



(１株当たり情報) 

  

  

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

(重要な後発事象) 

  

  

第40期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第41期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 1,052.30円

１株当たり当期純利益 121.75円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 1,043.96円

１株当たり当期純利益 83.35円

項目 
第40期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第41期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額  

当期純利益(百万円) 7,818 5,088

普通株主に帰属しない金額(百万円) 136 100

(うち利益処分による役員賞与金) (136) (100)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 7,682 4,988

普通株式の期中平均株式数(千株) 63,096 59,837

第40期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第41期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 当社は、平成17年６月29日開催の定時株主総会におい

て定款の一部を変更し、「当社は、商法211条ノ３第１

項第２号の規定により、取締役会の決議をもって自己株

式を買受けることができる」旨を定款に定めておりま

す。 

 また、同日開催の取締役会において、商法第211条ノ

３第１項第２号の規定に基づき、自己株式を取得するこ

とを決議いたしました。 

(1) 理由 ： 経営環境の変化に対応した

機動的な資本政策を遂行す

るため 

(2) 取得する株式の種類 ： 普通株式 

(3) 取得する株式の数 ： 5,000,000株(上限) 

(4) 株式取得価額の総額 ： 9,000百万円(上限) 

(5) 自己株式取得の日程 ： 平成17年６月30日から 

平成17年９月20日まで 

―――――― 



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

資産の総額の百分の一以下であるため、記載を省略しております。 

  

【有形固定資産等明細表】 

  

(注) 当期償却額は次の費用に計上されております。 

  

  

資産の種類 
前期末残高
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額 
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 
(百万円) 

有形固定資産       

 建物 4,436 16 7 4,445 2,496 128 1,949

 構築物 548 ― ― 548 464 10 84

 機械及び装置 91 10 ― 101 75 4 26

 車両及び運搬具 34 6 ― 40 27 4 13

 工具器具及び備品 1,540 313 75 1,778 1,389 201 389

 土地 8,859 ― ― 8,859 ― ― 8,859

 建設仮勘定 ― 360 346 14 ― ― 14

有形固定資産計 15,508 705 428 15,785 4,451 347 11,334

無形固定資産       

 ソフトウェア 132 61 19 174 72 24 102

 ソフトウェア仮勘定 ― 586 61 525 ― ― 525

 その他 12 ― ― 12 5 0 7

無形固定資産計 144 647 80 711 77 24 634

長期前払費用 106 ― 52 54 53 6 1

売上原価 9百万円 

販売費及び一般管理費 360 (うち、研究開発費 104百万円)

営業外費用 8 

合計 377 



【資本金等明細表】 

  

(注) 当期末における自己株式は、5,123,780株であります。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) １ 貸倒引当金の当期減少額その他は洗替額であります。 

２ 役員退職慰労引当金の当期減少額その他は、取締役２名退任に伴う取崩額であります。 

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金   (百万円) 35,999 ― ― 35,999

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (注) (株) (63,139,649) (―) (―) (63,139,649)

普通株式   (百万円) 35,999 ― ― 35,999

計 (株) (63,139,649) (―) (―) (63,139,649)

計 (百万円) 35,999 ― ― 35,999

資本準備金 
及び 
その他資本 
剰余金 

資本準備金    

株式払込剰余金  (百万円) 9,750 ― ― 9,750

その他資本剰余金    

資本金及び資本 
準備金減少差益 

  (百万円) 3,974 ― ― 3,974

自己株式処分 
差益 

   124 ― ― 124

計 (百万円) 13,848 ― ― 13,848

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 23 19 ― 23 19

賞与引当金 268 207 268 ― 207

役員退職慰労引当金 1,814 53 35 3 1,829



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

ａ 資産の部 

イ 流動資産 

(イ)現金及び預金 

  

(注) １ ㈱三菱東京UFJ銀行他１行 

２ 三菱UFJ信託銀行㈱ 

３ ㈱三井住友銀行 

４ ㈱三菱東京UFJ銀行 

  

(ロ)受取手形(相手先別内訳) 

  

(注) MAXIMA COMMUNICATION LTD. 他 

  

(期日別内訳) 

  

  

区分 金額(百万円)

現金 4 

預金   

 普通預金(注)１ 441 

 別段預金(注)２ 15 

 外貨普通預金(注)３ 1,549 

 外貨定期預金(注)４ 443 

計 2,448 

合計 2,452 

相手先 金額(百万円)

GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS 159 

EUROCOM DIGITAL SYSTEMS LTD. 39 

INTELBRAS S/A 34 

PLANTRONICS，INC. 31 

ITM TECHNOLOGY AG 10 

その他(注) 18 

合計 291 

期日 金額(百万円)

平成18年４月満期 159 

平成18年５月満期 56 

平成18年６月満期 27 

平成18年７月満期 49 

合計 291 



(ハ)売掛金 

  

(注) GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS 他 

  

(売掛金回収および滞留状況) 

  

  

(ニ)たな卸資産 

  

(注) １ 支給部品は、海外生産子会社向支給部品及びアフターサービス用部品であります。 

２ 貯蔵品の主な内訳は、販売対象金型４百万円であります。 

  

相手先 金額(百万円)

UNIDEN AMERICA CORPORATION 6,335 

RADIOSHACK GLOBAL SOURCING, L.P. 972 

UNIDEN AUSTRALIA PTY. LTD. 475 

日本電気㈱ 60 

SANYO CANADA INC. 40 

その他(注) 141 

合計 8,023 

期首残高 
(百万円) 
(Ａ) 

当期発生高 
(百万円) 
(Ｂ) 

期末残高 
(百万円) 
(Ｃ) 

当期回収高
(百万円) 
(Ｄ) 
  

(Ａ)＋(Ｂ)－(Ｃ)

回収率(％)
  
(Ｄ)

(Ａ)＋(Ｂ)

回転率(回) 
(Ｅ) 
(Ｂ)

{(Ａ)＋(Ｃ)}÷2 

滞留期間(日)
  
365 
(Ｅ) 

5,794 75,354 8,023 73,125 90.1 10.9 33

区分 
電話関連機器 
(百万円) 

無線通信
・応用機器 
(百万円) 

デジタル家電
(百万円) 

合計 
(百万円) 

商品 34 0 180 214

支給部品(注)１ 6 ― ― 6

貯蔵品(注)２ 5 ― ― 5

合計 45 0 180 225



ロ 固定資産 

(イ)関係会社株式 

  

(注) UJ REALTY INC. 他 

  

(ロ)長期預金 

(注) ㈱三菱東京UFJ銀行他１行 

  

ｂ 負債の部 

イ 流動負債 

(イ)買掛金 

  

(注) ㈱アクトジャパン 他 

  

相手先 金額(百万円)

UNIDEN HOLDING, INC. 14,378 

香港友利電有限公司 14,162 

UNIDEN AUSTRALIA PTY. LTD. 1,570 

UNIDEN ELECTRONICS PHILIPPINES INC. 542 

ユニデン・ディレクトイン㈱ 450 

その他(注) 404 

合計 31,506 

区分 金額(百万円)

外貨定期預金 25,139

合計 25,139

相手先 金額(百万円)

香港友利電有限公司 644 

UNIDEN ELECTRONICS PHILIPPINES INC. 358 

日本電計㈱ 7 

その他(注) 8 

合計 1,017 



(ロ)短期借入金 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

相手先 金額(百万円)

㈱三菱東京UFJ銀行 7,600 

㈱三井住友銀行 7,600 

合計 15,200 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

  

  

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日

株券の種類 1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ９月30日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社全国各支店および野村證券株式会社全国本支店・営業所 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 １枚につき100円に印紙税相当額を加算した額

単元未満株式の買取り   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社全国各支店および野村證券株式会社全国本支店・営業所 

  買取手数料 無料 

公告掲載方法 
電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない
事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 
公告掲載URL http://www.uniden.co.jp 

株主に対する特典 なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

  

(1) 有価証券報告書の 
訂正報告書 

第35期 自 平成11年４月１日
至 平成12年３月31日

  平成17年４月５日 
関東財務局長に提出。 

有価証券報告書の訂正報告書であります。

  

(2) 

  

有価証券報告書の 
訂正報告書 

  
第36期 

  
自 平成12年４月１日
至 平成13年３月31日

    

平成17年４月５日 
関東財務局長に提出。 

有価証券報告書の訂正報告書であります。

  

(3) 

  

有価証券報告書の 
訂正報告書 

  
第37期 

  
自 平成13年４月１日
至 平成14年３月31日

    

平成17年４月５日 
関東財務局長に提出。 

有価証券報告書の訂正報告書であります。

  

(4) 

  

半期報告書の 
訂正報告書 

  
第38期中 

  
自 平成14年４月１日
至 平成14年９月30日

    

平成17年４月５日 
関東財務局長に提出。 

半期報告書の訂正報告書であります。 

  

(5) 

  

有価証券報告書の 
訂正報告書 

  
第38期 

  
自 平成14年４月１日
至 平成15年３月31日

    

平成17年４月５日 
関東財務局長に提出。 

有価証券報告書の訂正報告書であります。

  

(6) 

  

半期報告書の 
訂正報告書 

  
第39期中 

  
自 平成15年４月１日
至 平成15年９月30日

    

平成17年４月５日 
関東財務局長に提出。 

半期報告書の訂正報告書であります。 

  

(7) 

  

有価証券報告書の 
訂正報告書 

  
第39期 

  
自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日

    

平成17年４月５日 
関東財務局長に提出。 

有価証券報告書の訂正報告書であります。

  

(8) 

  

半期報告書の 
訂正報告書 

  
第40期中 
  

  
自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日

    

平成17年４月５日 
関東財務局長に提出。 

半期報告書の訂正報告書であります。 

  

(9) 

  

臨時報告書 

  
証券取引法第24条の５第４項及び企業
内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第９号(代表取締役の異動)の規
定に基づく臨時報告書であります。 

    
  
平成17年４月28日 
関東財務局長に提出。 

  
(10) 
  

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

  
第40期 

  
自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日

  
  
平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。 

  
(11) 
  

  
有価証券報告書の 
訂正報告書 

  
第40期 

  
自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日

  
  
平成17年７月４日 
関東財務局長に提出。 

(12) 半期報告書 第41期中 
  

自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日

  
  
平成17年12月16日 
関東財務局長に提出。 



  

  

  

(13) 
  

自己株券買付状況 
報告書 

報告期間 
  

自 平成17年６月29日
至 平成17年６月30日

  
平成17年８月15日 
関東財務局長に提出。 

      
  

自 平成17年７月１日
至 平成17年７月31日

  
  
平成17年８月15日 
関東財務局長に提出。 

      
  

自 平成17年８月１日
至 平成17年８月31日

  
  
平成17年９月15日 
関東財務局長に提出。 

      
  

自 平成17年９月１日
至 平成17年９月30日

  
  
平成17年10月14日 
関東財務局長に提出。 

      
  

自 平成17年10月１日
至 平成17年10月31日

  
  
平成17年11月15日 
関東財務局長に提出。 

      
  

自 平成17年11月１日
至 平成17年11月30日

  
  
平成17年12月13日 
関東財務局長に提出。 

      
  

自 平成17年12月１日
至 平成17年12月31日

  
  
平成18年１月13日 
関東財務局長に提出。 

      
  

自 平成18年１月１日
至 平成18年１月31日

  
  
平成18年２月９日 
関東財務局長に提出。 

      
  

自 平成18年２月１日
至 平成18年２月28日

  
  
平成18年３月９日 
関東財務局長に提出。 

      
  

自 平成18年３月１日
至 平成18年３月31日

  
  
平成18年４月７日 
関東財務局長に提出。 

      
  

自 平成18年４月１日
至 平成18年４月30日

  
  
平成18年５月11日 
関東財務局長に提出。 

      
  

自 平成18年５月１日
至 平成18年５月31日

  
  
平成18年６月15日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  

  

 

平成17年６月29日

ユニデン株式会社 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているユニデ

ン株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユ

ニデン株式会社及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計方針の変更に記載のとおり、会社は当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日)を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

独立監査人の監査報告書

 新日本監査法人 

   

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  渋  谷  道  夫  ㊞  

     

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  金  子  秀  嗣  ㊞  

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管し

ております。 



  

  

 

平成18年６月29日

ユニデン株式会社 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているユニデ

ン株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照

表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。

この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユ

ニデン株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

独立監査人の監査報告書

 新日本監査法人 

   

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  吉  田  高  志  ㊞  

     

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  金  子  秀  嗣  ㊞  

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



  

  

平成17年６月29日

ユニデン株式会社 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているユニデ

ン株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユニデ

ン株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計方針の変更に記載のとおり、会社は当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年８月９日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日)を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

独立監査人の監査報告書

 新日本監査法人 

   

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  渋  谷  道  夫  ㊞  

     

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  金  子  秀  嗣  ㊞  

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管し

ております。 



  

  

平成18年６月29日

ユニデン株式会社 

取締役会 御中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているユニデ

ン株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第41期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益

計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人

の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ユニデ

ン株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 
  

独立監査人の監査報告書

 新日本監査法人 

   

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  吉  田  高  志  ㊞  

     

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  金  子  秀  嗣  ㊞  

  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)発行済株式総数、資本金等の推移
	(4)所有者別状況
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等

	(7)ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	(1)定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況
	①前決議期間における自己株式の取得等の状況
	株式の種類
	イ定時総会決議による買受けの状況
	ロ子会社からの買受けの状況
	ハ取締役会決議による買受けの状況
	ニ所得自己株式の処理状況
	ホ自己株式の保有状況


	②当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況

	(2)資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況
	①前決議期間における自己株式の買受け等の状況
	②当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等


	３配当政策
	４株価の推移
	(1)最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	(2)最近６月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況

	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	(1)連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	②連結損益計算書
	③連結剰余金計算書
	④連結キャッシュ・フロー計算書
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	関連当事者との取引
	⑤連結附属明細表
	社債明細表
	借入金等明細表

	(2)その他

	２財務諸表等
	(1)財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③利益処分計算書
	④附属明細表
	有価証券明細表
	有形固定資産等明細表
	資本金等明細表
	引当金明細表

	(2)主な資産及び負債の内容
	(3)その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/83
	pageform2: 2/83
	form1: EDINET提出書類  2006/06/29 提出
	form2: ユニデン株式会社(352080)
	form3: 有価証券報告書
	pageform3: 3/83
	pageform4: 4/83
	pageform5: 5/83
	pageform6: 6/83
	pageform7: 7/83
	pageform8: 8/83
	pageform9: 9/83
	pageform10: 10/83
	pageform11: 11/83
	pageform12: 12/83
	pageform13: 13/83
	pageform14: 14/83
	pageform15: 15/83
	pageform16: 16/83
	pageform17: 17/83
	pageform18: 18/83
	pageform19: 19/83
	pageform20: 20/83
	pageform21: 21/83
	pageform22: 22/83
	pageform23: 23/83
	pageform24: 24/83
	pageform25: 25/83
	pageform26: 26/83
	pageform27: 27/83
	pageform28: 28/83
	pageform29: 29/83
	pageform30: 30/83
	pageform31: 31/83
	pageform32: 32/83
	pageform33: 33/83
	pageform34: 34/83
	pageform35: 35/83
	pageform36: 36/83
	pageform37: 37/83
	pageform38: 38/83
	pageform39: 39/83
	pageform40: 40/83
	pageform41: 41/83
	pageform42: 42/83
	pageform43: 43/83
	pageform44: 44/83
	pageform45: 45/83
	pageform46: 46/83
	pageform47: 47/83
	pageform48: 48/83
	pageform49: 49/83
	pageform50: 50/83
	pageform51: 51/83
	pageform52: 52/83
	pageform53: 53/83
	pageform54: 54/83
	pageform55: 55/83
	pageform56: 56/83
	pageform57: 57/83
	pageform58: 58/83
	pageform59: 59/83
	pageform60: 60/83
	pageform61: 61/83
	pageform62: 62/83
	pageform63: 63/83
	pageform64: 64/83
	pageform65: 65/83
	pageform66: 66/83
	pageform67: 67/83
	pageform68: 68/83
	pageform69: 69/83
	pageform70: 70/83
	pageform71: 71/83
	pageform72: 72/83
	pageform73: 73/83
	pageform74: 74/83
	pageform75: 75/83
	pageform76: 76/83
	pageform77: 77/83
	pageform78: 78/83
	pageform79: 79/83
	pageform80: 80/83
	pageform81: 81/83
	pageform82: 82/83
	pageform83: 83/83


