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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

　

回次 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 81,736 83,960 85,733 77,679 61,276

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) 13,898 17,856 10,415 461 △4,952

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 9,798 12,629 5,025 △2,966 △7,491

純資産額 (百万円) 58,564 70,046 68,766 65,075 51,839

総資産額 (百万円) 75,798 93,216 105,545 100,206 85,590

１株当たり純資産額 (円) 926.47 1,108.671,183.561,121.88 894.34

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) 154.64 198.00 82.31 △51.13 △129.21

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 77.3 75.1 65.2 64.9 60.6

自己資本利益率 (％) 17.6 19.6 7.2 △4.4 △12.8

株価収益率 (倍) 12.5 11.2 22.9 ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 10,524 21,404 △2,967 635 5,990

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △13,923 △20,872 △9,914 △4,814 △3,789

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △995 253 2,829 1,448 △1,222

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 16,672 17,671 8,685 6,252 6,532

従業員数 (名) 21,401 20,828 19,496 14,907 13,281

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　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。第42期及び第43期は１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

３　純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指

針第８号)を適用しております。
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(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

　

回次 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 69,346 64,847 75,273 66,689 46,844

経常利益 (百万円) 9,511 11,407 8,057 3,063 82

当期純利益又は
当期純損失(△)

(百万円) 6,743 7,818 5,088 △1,156 △647

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

発行済株式総数 (千株) 63,140 63,140 63,140 63,140 63,140

純資産額 (百万円) 60,487 66,492 60,667 57,615 55,190

総資産額 (百万円) 70,972 77,116 83,847 86,362 81,060

１株当たり純資産額 (円) 956.93 1,052.301,043.96 993.23 952.17

１株当たり配当額
(内、１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)

25.00

(12.50)

30.00

(12.50)

30.00

(15.00)

30.00

(15.00)

30.00

(15.00)

１株当たり当期純利益
又は当期純損失(△)

(円) 106.06 121.75 83.35 △19.93 △11.16

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 85.2 86.2 72.3 66.7 68.1

自己資本利益率 (％) 11.8 12.3 8.0 △2.0 △1.2

株価収益率 (倍) 18.3 18.3 22.7 ― ―

配当性向 (％) 23.38 24.6 36.0 ― ―

従業員数 (名) 395 347 347 318 280

(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。第42期及び第43期は１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

４　純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指

針第８号)を適用しております。
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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?)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?)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(平成18年11月 UNIDEN DIRECT IN USA INC.に商号変更、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
平成18年８月 香港友利電有限公司がJODEN ELECTRON CO.,LTD.(現連結子会社)の株式97％を取得
平成18年12月 ユニデン・ディレクトイン株式会社の少数株主持分を取得し、100％子会社とする
平成19年３月 UNIDEN ELECTRONICS PHILIPPINES,INC.の生産活動を停止
平成19年４月 UNIDEN VIETNAM LTD.(現連結子会社)を設立
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３ 【事業の内容】

当グループは、当社及び子会社19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?)有限公司、子会社友利電電子(江西)有限公司及びUNIDEN VIETNAM LTD.が製造し

ており、当社を仲介してOEM先及び主として子会社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?)有限公司が製造しており、当社を仲介してOME先及び主としてUNIDEN AMERICA 

CORPORATION、UNIDEN AUSTRALIA PTY. LTD.を通して海外得意先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?)有限公司が製造しており、主として当社より国内顧客及びOEM向けに販売しておりま

す。

　

友利電電子(深?)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?)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?)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。

なお、UNIDEN AUSTRALIA PTY. LTD.は同社の子会社UNIDEN NEW ZEALAND LTD.に電話関連機器、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。
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事業の系統図は次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

　

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２名
　　(うち当社従業員１名)

UNIDEN  AMERICA 
CORPORATION

(注)３,４

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２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

２　役員の兼任１名
　　(うち当社従業員１名)

UNIDEN DIRECT IN USA
INC.
 

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２名
　　(うち当社従業員２名)

UNIDEN AUSTRALIA
PTY. LTD.

(注)３,４

オーストラリア
ニューサウス
ウェールズ州

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３名
　　(うち当社従業員２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３名
　　(うち当社従業員２名)

香港友利電有限公司
(注)３

香港
HK$

794,276,000.00

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　役員の兼任５名
　　(うち当社従業員４名)

友利電電子(深?)
有限公司

(注)３

中華人民共和国
広東省

HK$

362,658,580.00

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３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
電話関連機器及び
電子部品の製造

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３名)

JODEN 
ELECTRON CO.,LTD.

台湾高雄市
NT$

29,500,000.00電子部品の販売
97.0
(97.0)

―
１　役員の兼任３名
　　(うち当社従業員３名)

JODEN ELECTRON
(SHEN ZHEN)CO.,LTD.

中華人民共和国
広東省

US$

250,000.00
電子部品の製造・
販売

100.0
(100.0)

―
１　当社取扱製品への部品供給
２　役員の兼任２名
　　(うち当社従業員２名)

UNIDEN VIETNAM LTD.
ベトナム社会主義
共和国
ハイズン省

US$

5,000,000.00
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５名
　　(うち当社従業員４名)

UNIDEN ELECTRONICS 
PHILIPPINES, INC.

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　役員の兼任５名
　　(うち当社従業員３名)

ユニデン・ディレクト
イン株式会社

東京都中央区
円

10,000,000
家電製品の販売 100.0 ―

１　役員の兼任４名
　　(うち当社従業員２名)

(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　UNIDEN AMERICA CORPORATION及びUNIDEN AUSTRALIA PTY. LTD.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。
主要な損益情報等 UNIDEN AMERICA CORPORATION

①　売上高 34,400百万円
②　経常損失 4,041
③　当期純損失 4,465
④　純資産額 3,728
⑤　総資産額 8,881
UNIDEN AUSTRALIA PTY. LTD.
①　売上高 10,188百万円
②　経常利益 869
③　当期純利益 647
④　純資産額 7,279
⑤　総資産額 8,407
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年３月31日現在

事業部門 従業員数(名)

電話関連機器 8,560

無線通信・応用機器 1,321

デジタル家電機器 182

その他 3,201

全社 17

合計 13,281

(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1,540名、無線通信・応用機器部門で1,086名減少し

ておりますが、主に友利電電子(江西)有限公司における電話関連機器部門及び友利電電子(深?)有限公司に

おける無線通信・応用機器部門の製造関連従業員の減少によるものです。その他部門で前連結会計年度に比

べて従業員数が、1,027名増加しておりますが、主に友利電電子(江西)有限公司におけるその他部門の製造関

連従業員の増加によるものです。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

280 36.9 8.3 7,056,661

(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。

また、連結子会社である友利電電子(深?)有限公司において、企業の安定経営および従業員の福利厚生

を円満に話し合うことを目的として、労働組合が結成されております。

その他の連結子会社については、労働組合は結成されておりません。

　

EDINET提出書類

ユニデン株式会社(E01830)

有価証券報告書

 8/77



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当グループの主要市場である米国経済につきましては、サブプライム問題に

端を発した金融市場の混乱、継続的な原油・原材料価格の高騰等により経済環境の変化と消費減速が顕

在化いたしました。この影響により、世界経済においても不透明感が強く不安定な状態が続きました。

　このような環境の中、当グループでは三つの課題を中心に徹底的な効率化を推進し業績の回復を図って

まいりました。

1)　生産力強化： ベトナム工場の立ち上げ、生産工程の改善による供給体制の強化

2)　販売力強化： 北米販売会社の効率化、欧州営業部門・デジタル家電事業部門の強化

3)　製品力強化： ニーズに合った競争力の高い製品設計

北米市場におきましては、特に電話関連機器について上記サブプライムローンに端を発した消費減速

の影響もあり市場が低迷した中、開発・購買・製造・販売・管理が一体となって原価の低減を図り、販売

台数、売上高とも前期比減少ながらも営業利益を向上させることができました。また、無線通信・応用機

器部門につきましては、販売数量は減少いたしましたが、高付加価値化を推進し、売上高・粗利益の維持

を図りました。

日本市場におきましてはデジタル家電機器部門において、アナログチューナー非搭載のデジタル液晶

テレビやBS/110度CSデジタル放送に対応したデジタルチューナーを発売するなどさらにユーザー本位で

の製品ラインナップを充実させました。

欧州市場におきましては、平成18年より投入いたしましたDECT(Digital Enhanced Cordless

Telecommunication)について、主要五カ国(独・英・仏・伊・西)の電話会社に向けたOEMビジネスを開拓

するとともに、グローバルなエレクトロニクスメーカーへのOEMビジネス獲得にも積極的に取り組み、来

期に向けた基礎を築くことができました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、販売台数が1,382万台(前期比28.1％減)、販売金額が61,276百

万円(前期比21.1％減)となりました。利益面につきましては、前述の効率化・高付加価値化の各施策が奏

功し、営業利益は1,742百万円(前期比58.9％増)と前連結会計年度に比べ大幅に増益となりましたが、期

末に急激な円高(2007年3月期末１ドル118.05円⇒2008年3月期末1ドル100.19円)へと推移したことによ

る為替差損などの影響で、経常損失4,952百万円、当期純損失7,491百万円を計上いたしました。

　

①　事業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＞

電話関連機器部門につきましては、より無駄のない仕様と生産効率の良い設計、部品の共通化による

コストダウン、生産工程の改善、より高付加価値な製品への販売シフト、そして無駄のない販売オペ

レーションにより利益率を改善することができましたが、北米における市場環境の影響を受け販売台

数1,138万台(前期比30.3％減)、売上高43,002百万円(前期比26.9％減)と減少いたしました。

1)　DECT6.0コードレス電話機

北米市場における成長カテゴリーであるDECT6.0においては、性能・デザインの両面から 差別化

を図った20シリーズを投入し、普及機としての拡販を図りました。この結果、販売台数 81万台(前期

比486.5％増)、売上高5,984百万円(前期比506.9％増)と大幅に増加いたしました。
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2)　5.8GHz帯コードレス電話機

激しい市場環境の変化の結果、5.8GHzデジタルモデルの需要はDECT6.0へとシフトしており、一方

5.8GHzアナログモデルにつきましては価格水準が低下したことにより普及が推進されました。この

影響を受け、5.8GHz帯コードレス電話機は販売台数579万台(前期比11.2％減)、売上高24,622百万円

(前期比23.2％減)と減少いたしました。

3)　2.4GHz帯コードレス電話機

5.8GHz帯アナログモデルの価格低下により、普及価格帯モデルの構成が2.4GHz帯から5.8GHz帯へ

と移行しつつあります。この結果、2.4GHz帯コードレス電話機につきましては販売台数388万台(前期

比48.7％減)、売上高9,676百万円(前期比54.0％減)と減少いたしましたが、採算性によるモデルの絞

り込みを推進したため粗利益率は改善いたしました。

4)　900MHz帯コードレス電話機

900MHz帯につきましては、電波の利用状況が飽和状態になっており継続的に規模が縮小していま

す。このため販売台数31万台(前期比78.4％減)、売上高1,078百万円(前期比56.8％減)と減少したも

のの、中高年向けに視認性の高い大きなダイヤルキーを配置したイージーフォン、及びバスルームや

プールでも使用できる完全防水モデルのWXI377など当社独自の機能を搭載したモデルによる差別化

・高付加価値化が貢献し、粗利益率は大幅に改善いたしました。

5)　DECTコードレス電話機

欧州市場におきましては、戦略的にOEMビジネスの新規顧客開拓を積極展開した結果、来年度の大飛

躍の布石を打つことができましたが、本格的な出荷は2008年4月以降となっているため、販売台数56万

台(前期比15.6％減)、売上高1,453百万円(前期比25.1％減)と減少いたしました。

　

　＜無線通信・応用機器部門＞

無線通信・応用機器部門につきましては、基本的に趣味性が高く価格競争の影響の少ない高付加価

値な製品が主体となっておりますが、手軽な通信手段として人気のあったGMRS(一般用無線通信機)の

落ち込みにより、販売台数232万台(前期比12.2％減)、売上高10,488百万円(前期比12.9％減)と減少い

たしました。

1)　スキャナー

スキャナーにつきましてはより付加価値の高いデジタルスキャナーへの切り替えを進め、利益率

の向上を図っておりますが、レジャー用途のレーシングモデルなどの動きが鈍り販売台数30万台(前

期比8.0％減)、売上高3,082百万円(前期比9.8％減)と減少いたしました。

2)　CBトランシーバー

CBトランシーバーにつきましては、実用性の高い市場であり消費が堅調であったため販売台数63

万台(前期比15.4％増)、売上高3,588百万円(前期比8.2％増)と増加いたしました。

3)　GMRS（一般用無線通信機）

従来手軽な通信手段として人気のあったGMRSは、『同一キャリアであれば通話料無料』などの料

金プランを提供している携帯電話への切り替えの影響を受け、販売台数124万台(前期比21.5％減)、

売上高2,366百万円(前期比32.0％減)と減少いたしました。

4)　海上用トランシーバー

海上用トランシーバー部門につきましては、ハンディタイプの新モデル等、より幅広いマリンス

ポーツに活用できる新製品の投入により拡販を図りましたが、趣味性の高いカテゴリーということ

もあり、販売台数15万台(前期比22.0％減)、売上高1,348百万円(前期比24.9％減)と減少いたしまし

た。
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　＜デジタル家電機器部門＞

デジタル家電機器部門につきましては、液晶テレビ・デジタルチューナーの両カテゴリーでライン

ナップの拡充を図り、デジタル放送移行に向けたユーザー視点での製品供給を強化してまいりました。

また、デジタルコードレス電話機につきましても、世界市場で培った性能・品質・コストパフォーマン

スの優位性を活かし、多様なラインナップ展開を図りました。当年度はCRTのOEMビジネスを行わなかっ

たため、当部門の販売台数は12万台(前年同期比54.1％減)、売上高は2,896百万円(前期比20.6％減)と

なり、販売台数、売上高ともに減少したものの、液晶テレビの販売台数は3万台(前期比76.8％増)、売上

高は1,771百万円(前期比49.5％増)と大幅に増加いたしました。

　

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、46,844百万円(前年同期比30.2％減)、営業利益は5,060百万円(前年同期比9.6％増)となり

ました。

　＜北米＞

売上高は、35,138百万円(前年同期比33.6％減)、営業損失は2,604百万円(前年同期は営業損失2,588

百万円)となりました。

　＜東南アジア＞

売上高は、36,517百万円(前年同期比36.1％減)、営業損失は2,032百万円(前年同期は営業損失713百

万円)となりました。

　＜オセアニア＞

売上高は、10,879百万円(前年同期比11.7％増)、営業利益は1,454百万円(前年同期比43.7％増)とな

りました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当期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、前期に比べ280百万円

(4.5%)増加し、当期末には6,532百万円となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、5,990百万円(前期は635百万円)となりました。主な増加は、売上債権

の減少額4,456百万円(前期は3,903百万円)及びたな卸資産の減少額1,892百万円（前期は1,367百万円）

であります。主な減少は、税金等調整前当期純損失6,559百万円(前期は2,012百万円)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、3,789百万円(前期は4,814百万円)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4,292百万円(前期は2,005百万円)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)

財務活動の結果使用した資金は、1,222百万円(前期は1,448百万円)となりました。主な収入は短期借入

れによる収入(純額)540百万円(前期は3,214百万円)であります。主な支出は配当金の支払額1,738百万円

(前期は1,738百万円)であります。
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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。

　

事業部門 生産高(百万円) 前年同期比(％)

電話関連機器 27,202 59.7

無線通信・応用機器 5,390 85.5

デジタル家電機器 2,526 74.7

その他 2,967 192.7

合計 38,085 67.1

(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。

　

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 45,582 78.6 4,034 234.9

無線通信・応用機器 10,519 88.9 1,050 99.9

デジタル家電機器 3,850 104.8 1,027 1,406.8

その他 4,849 152.5 57 196.6

合計 64,800 84.5 6,168 214.9

(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。

　

事業部門 販売高(百万円) 前年同期比(％)

電話関連機器 43,002 73.1

無線通信・応用機器 10,488 87.1

デジタル家電機器 2,896 79.4

その他 4,890 154.6

合計 61,276 78.9

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３ 【対処すべき課題】

当グループの主要市場である米国経済は引き続き不透明な状況にあり、コンシューマーエレクトロニク

スの市場動向も予断を許さない状況にあります。当グループといたしましては、生産力の増強による既存市

場での価格競争力と、開発力・製品力の強化による新規市場での差別化の両面から優位性を確立してまい

ります。

<重点課題>

１）生産力強化：ベトナム工場へのコードレス電話生産移管、中国工場への高付加価値製品生産集約に

　　　　　　　　よる生産キャパシティならびにコスト競争力強化

２）販売力強化：北米・欧州コードレス電話シェア拡大によるスケールメリットの追求、日本デジタル

　　　　　　　　家電販売による高付加価値ビジネスの拡大

３）製品力強化：基幹製品の機能・品質・デザイン・コストパフォーマンスの差別化によるシェア獲得、

　　　　　　　　次世代を見越した先行投資による要素技術・ソフトウェア開発・実装設計力の強化

コードレス電話機につきましては、主体をベトナム生産へ移管し、より一層の価格競争力を実現いたしま

す。北米市場において高付加価値カテゴリーであるDECT6.0と普及カテゴリーとなった5.8GHz帯アナログの

シェアを積極的に獲得すると同時に、欧州全体においても自社ブランド・OEMビジネスの両面から市場拡大

に取り組み、量産メリットを最大化して全体利益を追求してまいります。

無線通信・応用機器につきましては、より付加価値の高いデジタルスキャナーなどの分野に注力すると

同時に、OEM供給での出荷数量確保により市場環境の影響を吸収し売上の維持を図ります。

また、2009年3月期より北米市場で力強い成長を続けるポータブル・カーナビゲーション・システム市場

に本格的に参入し、グループの成長性を高める牽引役の新カテゴリーとして事業の柱を築いてまいります。

デジタル家電機器につきましては、販路拡大によるより一層のマーケットアクセスの強化を推進し、デジ

タル家電でありながら、高収益なビジネスモデルの確立に取り組んでまいります。

さらに、引き続き既存・新規の両ビジネスカテゴリーを強化し、発展させるための集中的戦略的投資を積

極的に行うべく常に最適のオプションを最速のタイミングで取り入れ、さらなる利益体質の強化に取り組

んでまいります。

　

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

当グループの業績は、主要市場である北米ならびに欧州の経済環境により消費市場動向に著しい変化

が生じた場合影響を受ける可能性があります。

　

(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。
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(3) 生産拠点に関して

当グループは製品を全量中国及びベトナムの工場で生産しており、両国での法律または税制の変更、政

治または経済的要因、為替政策及び輸出入に関する法規制等の変更、その他の社会的混乱等の事象により

影響を受ける可能性があります。

　

(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61,276百万円のうち、43,002百万円（70.2％）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

当グループは日本国内市場向けに液晶テレビ等のデジタル家電製品の販売を行っております。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、東京本社内の東京ディベロップメントセンター、米国テキサス州の販

売子会社UNIDEN AMERICA CORPORATION内に設けたダラスディベロップメントセンター、中国広東省深?市

の生産子会社友利電電子(深?)有限公司内に設けた深?ディベロップメントセンターおよび福田ディベ

ロップメントセンターの４拠点体制により遂行いたしました。東京ディベロップメントセンターでは基幹

技術および先行開発を中心に新技術を搭載したコードレス電話、デジタル家電機器、無線通信機器および小

型ACアダプター製品の開発、福田ディベロップメントセンターにおいては前連結会計年度に市場投入した

欧州向けコードレス電話機(DECT: Digital Enhanced Cordless Telecommunication)の製品開発、深?ディ

ベロップメントセンターにおいては派生展開製品開発および生産技術開発、ダラスディベロップメントセ

ンターでは北米向け製品の商品企画およびプロダクトデザインを行いました。当グループの主要市場であ

る北米においては低価格且つ高性能商品に対しては引き続き高い需要があり、強い市場競争力が要求され

ているDECT6.0のラインナップ拡充を行いました。欧州向けDECTにおいても顧客増大に伴い、ラインナップ

の拡充を行いました。無線通信・応用機器部門においては、北米向けポータブル・カーナビゲーションの製

品開発を行いました。デジタル家電部門においては、データ放送・双方向通信・電子番組表付き地

上/BS/110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ、同機能付きデジタルチューナー及び車載用地上デジタル

チューナーの製品開発を行い、国内市場向け製品のラインナップ拡充を図っております。

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
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「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、4,311百万円となりました。

　

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＞

・北米向け1.9GHzデジタルコードレス電話(DECT6.0) 普及機および高付加価値機の拡充

・欧州向けコードレス電話機(DECT)のラインナップの拡充および新シリーズの開発

・北米向け5.8GHzコードレス電話機の新シリーズの開発

・国内向け2.4GHzデジタルコードレス電話機においてキャラクター商品を含めたラインナップの拡充お

よび新シリーズの開発

・オーストラリア、ニュージーランド、イスラエル、台湾、インド、ブラジル各国向けコードレス電話機の

ラインナップの拡充および市場投入

研究開発費の金額は、2,879百万円であります。

　

＜無線通信・応用機器部門＞

・北米向けポータブル・カーナビゲーションのラインナップの拡充と仕向地展開拡大

・北米向け(Class-D機能装備)据え置き型・マリン・トランシーバーの開発

・オーストラリア向け 高機能高出力ハンディUHF-CBトランシーバーの開発及び市場投入

・欧州向け小型PMRトランシーバーの開発とラインナップ拡充

・北米向け高機能ハンディスキャナーおよびモーバイルスキャナーの開発

研究開発費の金額は、986百万円であります。

　

＜デジタル家電部門＞

・国内市場向けデータ放送・双方向通信・電子番組表付き地上／BS／110度CSデジタルハイビジョン液

晶テレビの開発およびキャラクター商品ラインナップ拡充

・国内市場向け小型普及型地上デジタルテレビの製品開発及び市場投入

・データ放送・双方向通信・電子番組表付き地上／BS／110度CSデジタルハイビジョンチューナーの開

発

・普及型地上デジタル放送チューナーの開発

・車載用地上デジタルチューナーの開発及び市場投入

・オーストラリア向けデジタルテレビの開発及び市場投入国内市場向け電子番組表付き地上／BS／110

度CSデジタルハイビジョン液晶テレビの開発及び市場投入

研究開発費の金額は、446百万円であります。

　

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14,616百万円減少し85,590百万円となりまし

た。

　

①　流動資産

現金及び預金は、投資その他の資産の長期預金のうち１年以内に満期の到来する定期預金が振り替

えられたことなどにより14,532百万円の増加となりました。第４四半期の売上高が前年同期に比べ低

調に推移したことにより、受取手形及び売掛金は5,574百万円、たな卸資産は3,696百万円の減少となり
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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5,484百万円増加し42,514百万円となりまし

た。

　

②　固定資産

有形固定資産は、ベトナムの新工場を中心に4,554百万円の設備投資を行いましたが、減価償却実施

額が2,562百万円となったことや期末レートが円高であったため海外拠点の資産の円換算額が縮小し

たことなどにより173百万円の増加にとどまりました。投資その他の資産は、外貨建ての長期預金の円

評価額が円高により縮小したこと及び一部を流動資産に振り替えたことなどにより20,113百万円の減

少となりました。これらの結果、固定資産合計は前連結会計年度末に比べ20,100百万円減少し43,076百

万円となりました。

　

③　負債

流動負債は、それぞれの科目が前連結会計年度末とほぼ同水準で推移したため全体では476百万円増

の33,748百万円となりました。固定負債は、制度の廃止に伴う打ち切り支給で役員退職慰労引当金を全

額取り崩したこと等により1,856百万円減少し、3百万円となりました。負債合計は前連結会計年度末に

比べ1,380百万円減少し33,751百万円となりました。

　

④　純資産

利益剰余金は、当期純損失を7,491百万円計上したこと及び配当金の支払により前連結会計年度末に

比べ9,231百万円の減少となりました。為替換算調整勘定は、期末の為替レートが特に米ドルにおいて

前期末に比べ大幅な円高となったこと等により3,954百万円の減少（控除額の増加）となりました。純

資産合計では、前連結会計年度に比べ13,236百万円の減少となりました。

　

(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16,403百万円(21.1％)減少し、61,276百万円となりました。

電話関連機器部門では、特に主力の北米市場での落ち込みが大きく、成長カテゴリーであるDECT6.0

コードレス電話機は販売増となりましたが、それ以外の機種では軒並み対前年同期比減となり、当部門

の売上高は、前連結会計年度に比べ15,823百万円(26.9％)減少し、43,002百万円となりました。

無線通信・応用機器部門では、CBトランシーバーが堅調に売上を伸ばしましたが、手軽な通信手段と

して人気のあったGMRS(一般用無線通信機)が大きく減少し、当部門全体の売上高は前連結会計年度に

比べ1,554百万円(12.9％)減少し、10,488百万円となりました。

デジタル家電機器部門では、液晶テレビがラインナップの拡充により、販売台数、売上高とも大幅に

増加いたしました。一方で当連結会計年度はCRTテレビのOEMビジネスを行わなかったため、当部門全体

としては、売上高は前連結会計年度に比べ752百万円(20.6％)減少し、2,896百万円となりました。

売上総利益は効率化・高付加価値化の各施策が奏効し、売上総利益率は前連結会計年度の21.7％か

ら大きく改善し26.5％となりました。販売費及び一般管理費も前連結会計年度に比べ1,326百万円

(8.4％)減少し、営業利益は前連結会計年度に比べ646百万円(58.9％)増加し1,742百万円となりまし

た。
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②　営業外損益及び経常損失

金融収支は1,514百万円の収入となりましたが、期末の急激な円高による為替差損5,957百万円やた

な卸資産評価損1,863百万円を計上したことなどにより、営業外収益及び営業外費用の純額は6,694百

万円の費用となりました。

上記の為替差損が大きく影響したため、経常損益は前連結会計年度に比べ5,413百万円悪化し、4,952

百万円の経常損失となりました。

　

③　特別損益及び当期純利益

特別利益は前期損益修正益（過年度の未払従業員賞与の戻し入れ）405百万円、投資有価証券売却益

380百万円等を計上しました。特別損失は販売済み製品の保証等に係る損失906百万円、投資有価証券評

価損379百万円等を計上し、特別損益の純額は1,607百万円の損失となり、当期純損失は7,491百万円と

なりました。
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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4,554百万円で、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、ベトナムの新工場建設の投資であります。

設備投資金額は、3,467百万円であります。

　

＜無線通信・応用機器部門＞

主に、生産用金型及び測定器の投資であります。

設備投資金額は、105百万円であります。

　

＜デジタル家電機器部門＞

主に、生産用金型の投資であります。

設備投資金額は、165百万円であります。

　

＜その他部門＞

主に、部品生産設備更新のための建物及び構築物、工具器具備品の投資であります。

設備投資金額は、817百万円であります。

　

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社
(平成20年３月31日現在)

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 1,159 14
7,127
(896.14)

177 8,477273

　

(2) 国内子会社

該当事項はありません。
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(3) 在外子会社
(平成20年３月31日現在)

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
デジタル家電
機器部門
その他部門

販売
設備

273 ―
421

(70,456.01)
394 1,088163

友利電電子
(深?)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

1,238 1,072 ― 858 3,1685,749

友利電電子
(深?)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

116 256 ― 42 414 707

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
その他部門

製品
生産
設備

392 634 ― 442 1,4682,776

UNIDEN 
VIETNAM 
LTD.

ベトナム工
場
(ベトナム
社会主義共
和国　ハイ
ズン省)

電話関連機器
部門

製品
生産
設備

2,436 1,113 ― 0 3,5492,222

(注)　帳簿価額には、建設仮勘定を含んでおりません。
　

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 169,000,000

計 169,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月27日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 63,139,64963,139,649
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 63,139,64963,139,649― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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

(注) １　転換社債の株式への転換による増加であります。

　

(5) 【所有者別状況】

平成20年３月31日現在

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
金融商品
取引業者

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)

1 42 48 148 123 5 9,74610,113 ―

所有株式数
(単元)

2 11,3191,5134,62411,619 26 33,25362,356783,649

所有株式数
の割合(％)

0.00 18.15 2.43 7.42 18.63 0.04 53.33100.00 ―

(注) １　自己株式5,177,041株は、「個人その他」に5,177単元及び「単元未満株式の状況」に41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１単元含まれております。
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(6) 【大株主の状況】

平成20年３月31日現在

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 3,627 5.74

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 3,104 4.91

有限会社フジファンド 東京都千代田区紀尾井町３－32 3,000 4.75

シービーエヌワイディエフエイインターナ
ショナルキャップバリューポートフォリオ
(常任代理人　シティバンク銀行株式会社)

1299 OCEAN AVENUE 11F,
 SANTAMONICA,
CA 90401 USA
(東京都品川区東品川２丁目３番14号)

1,252 1.98

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券
投資信託口)

東京都中央区晴海１丁目８－12
晴海アイランドトリトンスクエアオ
フィスタワーZ棟

1,114 1.76

バンクオブニューヨークジーシーエムクラ
イアントアカウントジェイピーアールディ
アイエスジーエフイーエイシー
(常任代理人　株式会社三菱東京UFJ銀行)

PETERBOROUGH COURT 133 F
LEET STREET
LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM
（東京都千代田区丸の内２丁目７－１
決済事業部)

931 1.47

昭栄株式会社 東京都千代田区神田錦町１丁目２－１ 894 1.41

メロンバンクエヌエーアズエージェント
フォーイッツクライアントメロンオムニバ
スユーエスペンション
(常任代理人　香港上海銀行東京支店)

ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

832 1.31

モルガンスタンレーアンドカンパニーイン
ク
(常任代理人　モルガン・スタンレー証券株
式会社)

1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 
10036, U.S.A.
(東京都渋谷区恵比寿４丁目20番３号
恵比寿ガーデンプレイスタワー)

774 1.22

ゴールドマンサックスインターナショナル
(常任代理人　ゴールドマン・サックス証券
株式会社)

133 FLEET STREET LONDON EC4A
2BB, U.K.
(東京都港区六本木６丁目10番１号
六本木ヒルズ森タワー)

754 1.19

計 ― 16,282 25.79

(注) １　上記のほか、自己株式が5,177千株あります。

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。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,627千株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3,104

資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 1,114

　
(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

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 ―

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

5,177,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

57,179,000
57,179同上

単元未満株式
普通株式

783,649
― 同上

発行済株式総数 63,139,649― ―

総株主の議決権 ― 57,179 ―

(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1,000株(議決権１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41株が含まれております。
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② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

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

5,177,000 ― 5,177,000 8.20

計 ― 5,177,000 ― 5,177,000 8.20

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

２ 【自己株式の取得等の状況】

　
【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 29,746 24

当期間における取得自己株式 1,530 1

(注)　当期間における取得自己株式には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 5,177,041― 5,178,571―

(注)　当期間における保有自己株式数には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。
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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。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関

は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、１株当たり15円とし、

中間配当金(15円)と合わせて30円としております。

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・認知度アップのための業務提携・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。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定めております。

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額(百万円) １株当たり配当額(円)

平成19年11月21日
取締役会決議

870 15

平成20年６月27日
定時株主総会決議

869 15

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第39期 第40期 第41期 第42期 第43期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 2,350 2,415 2,860 1,998 1,008

最低(円) 779 1,629 1,581 789 532

(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】

　

月別
平成19年
10月

11月 12月
平成20年
１月

２月 ３月

最高(円) 854 820 685 658 683 664

最低(円) 769 605 640 532 608 577

(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。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
取締役会長

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

(注)２
3,000
(注)６

昭和41年２月 当社設立、取締役

昭和41年10月 代表取締役社長

昭和62年１月 代表取締役会長

平成８年６月 代表取締役会長兼社長

平成９年４月 代表取締役会長

平成12年10月 取締役

平成16年11月 代表取締役ファウンダー

代表取締役会長

平成18年６月 取締役ファウンダー

平成19年６月 取締役最高顧問

平成19年12月 代表取締役会長(現在)

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

(注)２ 10

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 代表取締役社長(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

(注)２ 5

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 取締役退任

平成13年４月 友利電電子(深?)有限公司工場長

平成16年６月 当社取締役

平成17年４月 友利電電子(深?)有限公司董事長

(現在)

香港友利電有限公司董事長(現在)

平成18年９月 当社代表取締役

平成19年６月 取締役(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

(注)２ 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 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)

平成19年4月 UNIDEN VIETNAM LTD.社長(現在)

取締役 前　田　弘　之 昭和39年２月22日生

昭和61年４月 当社入社

(注)２ 3

平成13年４月  購買本部副本部長

平成15年10月  購買本部本部長

平成16年６月  取締役

平成17年４月  代表取締役副社長

平成19年11月  取締役辞任

 執行役員

平成20年６月  取締役(現在)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

取締役 大　屋　賢　司 昭和42年７月26日生

平成２年４月 当社入社

(注)２ 3

平成15年６月 技術本部部長

平成17年４月 上席執行役員

平成18年７月 技術本部部長

平成19年６月 取締役(現在)

取締役 小　股　　　淳 昭和50年12月20日生

平成10年４月 ソニー株式会社入社

(注)２ ―
平成16年10月 当社入社

平成19年６月  執行役員

平成19年９月  取締役(現在)

取締役 片　岡　憲　保 昭和50年４月２日生

平成10年４月 ソニー株式会社入社

(注)２ ―

平成16年９月 当社入社

平成19年１月 デジタル家電事業本部本部長(現

在)

平成19年６月 取締役(現在)

取締役 山　田　　 実 昭和27年12月５日生

昭和46年４月 東京芝浦電気株式会社(現　株式会

社東芝)入社

(注)２ ―

昭和51年４月 多摩川電機製作所株式会社入社

昭和61年４月 SGSセミコンダクター入社

平成２年７月 Browns Holding社

(現 Suncorp Tech社)入社

平成18年12月 当社入社

平成19年11月 執行役員

平成20年６月 取締役(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

(注)３ ―

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

(注)４ 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

(注)５ ―

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(現　株式会社アビ

タス)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 3,031

　
(注) １　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。

２　平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。

３　平成18年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。

４　平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。

５　平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。

６　代表取締役会長藤本秀朗は有限会社フジファンドの代表取締役であり、同社の株式を全て所有しております。 

上記所有株式3,000千株は同社の名義で株主名簿に記載されております。
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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

おります。また、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　(平成20年３月31日現在)

当社は取締役９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程に

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、あらた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構築し、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報酬等の総額

　

区分 支給人員 支給額

取締役 9名 309百万円

監査役 3名 12百万円

（うち社外監査役） （2名） （10百万円）

合計 12名 321百万円

(注) １　取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２　平成７年２月17日開催の臨時株主総会において、取締役の報酬等限度額は年額800百万円、監査役の報酬等限度

額は年額40百万円以内と決議しております。

３　上記以外に平成18年６月29日開催の第41回定時株主総会決議において、取締役及び監査役に対する退職金慰労

金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しており下記のとおり支給しております。

取締役　　５名　　1,841百万円

監査役　　２名　　  　4百万円

(4) 監査報酬の内容

公認会計士法第２条第１項の業務に基づく報酬　　　　　　   43百万円

公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に基づく報酬　　  6百万円

(5) 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

当社は、内部監査部門を独立した組織として、遵法や内部統制システム等の監査及び評価と提言を行っ

ております。

　監査役及び監査役会は、会計監査人からの職務の執行状況について報告を受け、その妥当性についての

意見を述べております。監査結果や会計監査人が把握した内部統制システムの状況及びリスクの評価等

に関する意見交換を、会計監査人との間で適宜行うなど、緊密な連携を維持しております。

(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。
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(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

　

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

中　村　明　彦

あらた監査法人
中　嶋　康　博

　※　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　２名　　会計士補　２名　　その他　20名

(8) 取締役の定数

当社の取締役は、35名以内とする旨を定款で定めております。

(9) 取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使できる株主の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。

(10) 中間配当の決定機関

当社は、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的として、取締役会の決議により中間配当を実施する

ことができる旨を定款で定めております。

(11) 自己株式の取得決議要件

当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とするため、第

165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することがで

きる旨を定款で定めております。

(12) 責任限定契約の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによ

る損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めておりますが、現時点で責任限

定契約の締結はありません。

(13) 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第２項に定める特別決議につ

いて、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の

３分の２以上をもって行う旨を定款で定めております。
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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。

　なお、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則に

基づき、当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の連結財務諸表規則に

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。

　なお、前事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成

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18年４月１日から平成19年３月31

日まで)及び第42期事業年度(平成18年４月１日から平成19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、新日本監査法人により監査を受け、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当連結

会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)及び第43期事業年度(平成19年４月１日から平成

20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、あらた監査法人により監査を受けておりま

す。

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

　第42期連結会計年度の連結財務諸表及び第42期事業年度の財務諸表　新日本監査法人

　第43期連結会計年度の連結財務諸表及び第43期事業年度の財務諸表　あらた監査法人
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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19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20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 6,252 20,784

　　　受取手形及び売掛金 14,124 8,550

　　　たな卸資産 13,500 9,804

　　　繰延税金資産 1,372 998

　　　その他 2,546 2,741

　　　貸倒引当金 △764 △363

　　　流動資産合計 37,03037.0 42,51449.7

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　　　建物及び構築物 10,633 12,609

　　　　減価償却累計額 6,491 4,142 6,337 6,272

　　　　機械装置及び運搬具 11,210 8,180

　　　　減価償却累計額 6,561 4,649 4,705 3,475

　　　　工具器具備品 13,344 9,753

　　　　減価償却累計額 10,620 2,724 7,576 2,177

　　　　土地 9,373 9,291

　　　　建設仮勘定 315 161

　　　有形固定資産合計 21,20321.2 21,37625.0

　２　無形固定資産 656 0.6 496 0.6

　３　投資その他の資産

　　　　投資有価証券 ※１ 1,068 621

　　　　長期預金 39,699 19,429

　　　　その他 ※１ 550 1,154

　　　投資その他の資産合計 41,31741.2 21,20424.7

　　　固定資産合計 63,17663.0 43,07650.3

　　　資産合計 100,206100.0 85,590100.0
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　 前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20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 7,136 6,040

　　　短期借入金 18,460 19,000

　　　未払費用 3,482 3,110

　　　未払法人税等 1,974 1,718

　　　賞与引当金 307 619

　　　役員賞与引当金 20 115

　　　製品保証引当金 117 296

　　　その他 1,776 2,850

　　　流動負債合計 33,27233.2 33,74839.4

Ⅱ　固定負債

　　　退職給付引当金 18 2

　　　役員退職慰労引当金 1,841 ―

　　　その他 ― 1

　　　固定負債合計 1,8591.9 3 0.0

　　　負債合計 35,13135.1 33,75139.4

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 35,99935.9 35,99942.1

　２　資本剰余金 13,84813.8 13,84816.2

　３　利益剰余金 30,30830.2 21,07724.6

　４　自己株式 △9,045△9.0 △9,069△10.6

　　　株主資本合計 71,11070.9 61,85572.3

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

15 0.0 1 0.0

　２　為替換算調整勘定 △6,064△6.0 △10,018△11.7

　　　評価・換算差額等合計 △6,049△6.0 △10,017△11.7

Ⅲ　少数株主持分 14 0.0 1 0.0

　　　純資産合計 65,07564.9 51,83960.6

　　　負債純資産合計 100,206100.0 85,590100.0
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② 【連結損益計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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 77,679100.0 61,276100.0

Ⅱ　売上原価 60,78878.3 45,06573.5

　　　売上総利益 16,89121.7 16,21126.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 15,79520.3 14,46923.7

　　　営業利益 1,0961.4 1,7422.8

Ⅳ　営業外収益

　　　受取利息 1,845 1,705

　　　受取配当金 10 5

　　　その他 142 1,9972.6 198 1,9083.1

Ⅴ　営業外費用

　　　支払利息 126 191

　　　たな卸資産廃棄損 37 3

　　　たな卸資産評価損 553 1,863

　　　減価償却費 7 270

　　　為替差損 1,809 5,957

　　　その他 100 2,6323.4 318 8,60214.0

　　　経常利益又は
　　　経常損失(△)

461 0.6 △4,952△8.1
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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

　　　前期損益修正益 ※３ ― 405

　　　固定資産売却益 ※４ 2 21

　　　投資有価証券売却益 ― 380

　　　非連結子会社清算益 179 181 0.2 ― 806 1.3

Ⅶ　特別損失

　　　前期損益修正損 ※５ ― 258

　　　固定資産除売却損 ※6,7 392 169

　　　投資有価証券評価損 1,842 379

　　　製品保証等損失額 ― 906

　　　発注部品違約金 ― 157

　　　海外製造拠点特別退職金 ― 120

　　　訴訟関連損失額 ― 338

　　　生産活動停止関連費用 192 ―

　　　その他 228 2,6543.4 86 2,4133.9

　　　税金等調整前当期純損失 2,012△2.6 6,559△10.7

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

956 825

　　　過年度法人税等 190 ―

　　　法人税等調整額 △220 926 1.2 111 936 1.5

　　　少数株主利益又は
　　　少数株主損失(△)

28 0.0 △4 △0.0

　　　当期純損失 2,966△3.8 7,491△12.2
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

株主資本 評価・換算差額等

少数株主

持分

純資産

合計
資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換

算差額等

合計

平成18年３月31日残高(百万円)35,99913,84835,114△9,01675,945 42△7,221△7,179 41469,180

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △1,740 △1,740 △1,740

　役員賞与 △100 △100 △100

　当期純損失 △2,966 △2,966 △2,966

　自己株式の取得 △29 △29 △29

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額
  (純額)

△27 1,1571,130△400 730

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

― ― △4,806△29△4,835△27 1,1571,130△400△4,105

平成19年３月31日残高(百万円)35,99913,84830,308△9,04571,110 15△6,064△6,049 14 65,075

　

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

株主資本 評価・換算差額等

少数株主

持分

純資産

合計
資本金

資本
剰余金

利益
剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有
価証券評
価差額金

為替換算

調整勘定

評価・換

算差額等

合計

平成19年３月31日残高(百万円)35,99913,84830,308△9,04571,110 15△6,064△6,049 14 65,075

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △1,740 △1,740 △1,740

　当期純損失 △7,491 △7,491 △7,491

　自己株式の取得 △24 △24 △24

　株主資本以外の項目の
　連結会計年度中の変動額
  (純額)

△14△3,954△3,968△13△3,981

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

― ― △9,231△24△9,255△14△3,954△3,968△13△13,236

平成20年３月31日残高(百万円)35,99913,84821,077△9,06961,855 1△10,018△10,017 1 51,839
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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損失 △2,012 △6,559

　　　減価償却費 3,357 2,562

　　　貸倒引当金の増加額(△減少額) 97 △340

　　　受取利息及び受取配当金 △1,855 △1,710

　　　支払利息 126 191

　　　為替差損 373 4,383

　　　固定資産除売却損 392 169

　　　投資有価証券売却益 ― △380

　　　投資有価証券評価損 1,842 379

　　　売上債権の減少額 3,903 4,456

　　　たな卸資産の減少額 1,367 1,892

　　　仕入債務の減少額 △3,598 △87

　　　その他 △1,804 90

　　　　小計 2,188 5,046

　　　利息及び配当金の受取額 1,860 1,751

　　　利息の支払額 △123 △194

　　　法人税等の支払額 △3,290 △613

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 635 5,990

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 △2,005 △4,292

　　　有形固定資産の売却による収入 207 109

　　　無形固定資産の取得による支出 △239 △5

　　　投資有価証券の取得による支出 △2,381 ―

　　　投資有価証券の売却による収入 309 390

　　　少数株主からの株式の取得による支出 △450 ―

　　　連結範囲の変更を伴う
　　　子会社株式の取得による支出

※2 △334 ―

　　　非連結子会社の清算による投資の回収 76 ―

　　　その他 3 9

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △4,814 △3,789

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 7,470 1,450

　　　短期借入金の返済による支出 △4,256 △910

　　　自己株式の取得による支出 △28 △24

　　　配当金の支払額 △1,738 △1,738

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,448 △1,222

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 298 △699

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △2,433 280

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 8,685 6,252

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 6,252 6,532
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項

　(1) 子会社19社のうち14社は連結の範囲に含めており、

５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JODEN ELECTRON CO.,

LTD.及びJODEN ELECTRON(SHEN ZHEN)CO.,LTD.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19社のうち15社は連結の範囲に含めており、

４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たに設立した

UNIDEN VIETNAM LTD.を連結の範囲に含めており

ます。

　(2) 非連結子会社５社はいずれも総資産、売上高、当期

純損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

　　　　UNIDEN ASIA PACIFIC TAIWAN CO.,LTD.

　(2) 非連結子会社４社はいずれも総資産、売上高、当期

純損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

　　　　UNIDEN ASIA PACIFIC TAIWAN CO.,LTD.

２　持分法の適用に関する事項

　(1) 非連結子会社５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４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５社につ

いては、当期純損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

　　　　UNIDEN ASIA PACIFIC TAIWAN CO.,LTD.

　(2) 持分法の適用から除外した非連結子会社４社につ

いては、当期純損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

　　　　UNIDEN ASIA PACIFIC TAIWAN CO.,LTD.

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、JODEN

ELECTRON CO.,LTD.及びJODEN ELECTRON(SHEN

ZHEN)CO.,LTD.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、上記３社ついては連結

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

　　①　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

は部分純資産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。

　　①　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

は主として部分純資産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

　　　　　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。

　　　　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

　　②　デリバティブ取引
　　　　時価法によっております。

　　②　デリバティブ取引
　　　　　　　　同左
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前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　③　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。

　　③　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
　　①　有形固定資産
　　　　当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、主な耐用年数は以下のと
おりであります。

建物及び構築物 ５～50年

機械装置及び運搬具 ２～17年

工具器具備品 ２～５年

　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　①　有形固定資産
　　　　当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結

子会社は定額法を採用しております。なお、主な
耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ５～50年

機械装置及び運搬具 ２～17年

工具器具備品 ２～５年

　　　　（会計方針の変更）
当社及び国内連結子会社は法人税法の改正((所
得税法等の一部を改正する法律　平成19年３月
30日　法律第６号)及び(法人税法施行令の一部
を改正する政令　平成19年３月30日　政令第83
号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得した
ものについては、改正後の法人税法に基づく方
法に変更しております。この変更による損益へ
の影響は軽微であります。

　　②　無形固定資産
　　　　当社及び国内連結子会社は定額法を、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。

　　　　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
　　　　定額法を採用しております。
　　　　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。

　(3) 重要な引当金の計上基準
　　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。

　(3) 重要な引当金の計上基準
　　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
　　　　従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見

込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上
しております。

　　③　役員賞与引当金
　　　　役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における

支給見込額を計上しております。

　　③　役員賞与引当金
　　　　役員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込

額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上し
ております。

　　④　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。

　　④　退職給付引当金
　　　　　　　　同左

　

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)
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　　⑤　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したが、平成18年６
月をもって役員退職慰労金制度を廃止したた
め、平成18年７月以降新たな引当金計上は行
なっておりません。当連結会計年度末における
役員退職慰労引当金残高は当制度の廃止以前か
ら在籍している役員に対する支給予定額であり
ます。

――――――

　　　　

　　⑥　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。

　　⑤　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のため

に、過去の補修実績率等により計算した当連結
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。

　(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
純資産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。

――――――

　(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。

　(6) 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　のれん及び負ののれんの償却に関する事項
　　のれんは、５年間で均等償却しております。

６　のれんの償却に関する事項
　　　　　　　同左　　

７　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。

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
　　　　　　　同左
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会計方針の変更

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

65,061百万円であります。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度におけ

る連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。

　

――――――

(役員賞与に関する会計基準)

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」

(企業会計基準第４号　平成17年11月29日)を適用してお

ります。

　これにより営業利益及び経常利益はそれぞれ21百万円

減少し、税金等調整前当期純損失は、21百万円増加してお

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19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20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) 394

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) 394

投資その他の資産の
その他(出資金)

11
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(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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 1,669

給与手当・賞与 2,597

役員退職慰労引当金繰入額 13

研究開発費 4,104

貸倒引当金繰入額 426

※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 1,755

給与手当・賞与 2,475

研究開発費 4,311

※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、

4,104百万円であります。

※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、

4,311百万円であります。

――――――

 

※３　前期損益修正益

　　　過年度における未払従業員賞与の戻し入れでありま

す。

※４　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 2

※４　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 18

工具器具備品 3

合計 21

―――――― ※５　前期損益修正損

　　　海外子会社の過年度における下記の営業費用の修正

額であります。

百万円

売上原価 101

販売費及び一般管理費
（販売促進費）

157

合計 258

※６　固定資産売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 253

機械装置及び運搬具 11

工具器具備品 3

土地 15

合計 282

※６　固定資産売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 52

工具器具備品 20

合計 77

※７　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 65

建設仮勘定 38

合計 110

※７　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 1

機械装置及び運搬具 16

工具器具備品 65

建設仮勘定 5

ソフトウェア 4

無形固定資産その他 1

合計 92
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 63,139,649 ― ― 63,139,649

　
　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,123,780 23,515 ― 5,147,295

　
(注)　増加は単元未満株式の買取による増加であります。

　
３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日
定時株主総会

普通株式 870 15平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月22日
取締役会

普通株式 870 15平成18年９月30日 平成18年12月11日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 870 15平成19年３月31日 平成19年６月29日

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 63,139,649 ― ― 63,139,649

　
　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 5,147,295 29,746 ― 5,177,041

　
(注)　増加は単元未満株式の買取による増加であります。

　
３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日
定時株主総会

普通株式 870 15平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月21日
取締役会

普通株式 870 15平成19年９月30日 平成19年12月12日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 869 15平成20年３月31日 平成20年６月30日
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(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18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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 6,252

現金及び現金同等物 6,252
　

※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 20,784

預入期間が３ヶ月超の
定期預金

△14,252

現金及び現金同等物 6,532
　

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳

　　　株式の取得により新たにJODEN ELECTRON CO.,LTD.及

びその子会社１社を連結したことに伴う連結開始

時の資産及び負債の内訳並びにJODEN ELECTRON

CO.,LTD.株式の取得価額とJODEN ELECTRON CO.,

LTD.及びその子会社１社取得のための支出(純額)

との関係は次のとおりであります。

百万円

流動資産 3,278

固定資産 187

のれん 35

流動負債 △3,060

少数株主持分 △12

為替換算調整勘定 6

新規連結子会社株式の
取得価額

434

新規連結子会社の現金
及び現金同等物

△100

差引：新規連結子会社
取得のための支出

334

　

――――――
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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)

機械装置及び
運搬具

5 2 3

工具器具備品 3 0 3

合計 8 2 6

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

10 2 8

工具器具備品 3 1 2

合計 13 3 10

(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

百万円

１年以内 2

１年超 4

合計 6

(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。

２　未経過リース料期末残高相当額

百万円

１年以内 3

１年超 7

合計 10

　　　　　　　同左

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 1

減価償却費相当額 1

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 2

減価償却費相当額 2

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
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(有価証券関係)

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区　　分

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20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 58 26 32 34 2

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株　　　　式 540 540 ― 127 127 ―

合　　計 572 598 26 159 161 2

　

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　

区分
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

売却額(百万円) 309 390

売却益の合計額(百万円) 3 380

売却損の合計額(百万円) ― ―

　

３　時価評価されていない有価証券

　

区分

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20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)

77 66

②　債券 ― ―

合計 77 66

　

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19年３月31日)

該当事項はありません。

　

当連結会計年度(平成20年３月31日)

該当事項はありません。
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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

　　当グループは、為替変動のリスクに備える為、外貨建て

の資産及び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、投機的な取引

は行っておりません。

　

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

　

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

　

種類

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20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)

為替予約取引

　買建

　　米ドル 3,220 ― 3,167 △53 28,053 ― 26,593△1,460

オプション取引

　買建

　　コール 1,419 ― 1,380 △39 ― ― ― ―

　　プット 1,419 ― 1,439 20 ― ― ― ―

合計 ― ― ― △72 ― ― ― △1,460

(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
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(退職給付関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20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

　　　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けております。

２　退職給付債務に関する事項

百万円

①退職給付債務 △1,098

②年金資産 1,111

③未積立退職給付債務①＋② 13

④未認識数理計算上の差異 △31

⑤退職給付引当金③＋④ △18

　

２　退職給付債務に関する事項

百万円

①退職給付債務 △1,006

②年金資産 962

③未積立退職給付債務①＋② △44

④未認識数理計算上の差異 42

⑤退職給付引当金③＋④ △2

　

３　退職給付費用に関する事項

百万円

①勤務費用 100

②利息費用 16

③期待運用収益 △16

④数理計算上の差異の費用処理額 △64

⑤退職給付費用①＋②＋③＋④ 36

３　退職給付費用に関する事項

百万円

①勤務費用 105

②利息費用 16

③期待運用収益 △16

④数理計算上の差異の費用処理額 △31

⑤退職給付費用①＋②＋③＋④ 74

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
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

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 百万円

　繰越欠損金 921

　固定資産評価損 1,622

　役員退職慰労引当金 749

　未払費用 746

　たな卸資産の未実現利益 583

　減価償却費 332

　たな卸資産評価損 312

　その他 1,664

　繰延税金資産小計 6,929

　評価性引当金 △5,476

繰延税金資産合計 1,453

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 10

繰延税金負債合計 10

繰延税金資産(負債)の純額 1,443

　　(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。

百万円

　　　流動資産 ― 繰延税金資産 1,372

　　　固定資産 ― 投資その他の
　　　　　　　　　資産のその他

71

　

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 百万円

　繰越欠損金 2,280

　固定資産評価損 1,619

　未払費用 645

　為替差損 498

　たな卸資産の未実現利益 344

　減価償却費 98

　たな卸資産評価損 316

　その他 1,497

　繰延税金資産小計 7,297

　評価性引当金 △5,801

繰延税金資産合計 1,496

繰延税金負債

繰延税金負債合計 24

繰延税金資産(負債)の純額 1,472

　　(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。

百万円

　　　流動資産 ― 繰延税金資産 998

　　　固定資産 ― 投資その他の
　　　　　　　　　資産のその他

474

　

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

　　税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を

省略しております。

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

　　税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を

省略しております。
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(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18年４月１日　至　平成19年３月31日)

情報通信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。

なお、無線関連機器事業は当連結会計年度より情報通信関連機器事業に名称を変更しております。

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

当社及び連結子会社の事業は、情報通信関連機器の製造・販売及びこれらの付帯業務の単一事業

であります。従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、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18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　
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

12,56252,772 2,609 9,736 77,679 ― 77,679

　(2) セグメント間
の内部売上高
又は振替高

54,536 153 54,512 1 109,202(109,202)―

計 67,09852,92557,121 9,737186,881(109,202)77,679

　　営業費用 62,48255,51357,834 8,725184,554(107,971)76,583

　　営業利益又は
　　営業損失(△)

4,616△2,588 △713 1,012 2,327 (1,231)1,096

Ⅱ　資産 57,50549,77424,34110,023141,643(41,437)100,206

(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694百万円であります。

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)、長期投資資

金(投資有価証券及び長期預金)及び管理部門に係る資産等であり29,829百万円であります。
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　
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

12,18535,028 3,184 10,87961,276 ― 61,276

　(2) セグメント間
の内部売上高
又は振替高

34,659 110 33,333 0 68,102(68,102) ―

計 46,84435,13836,51710,879129,378(68,102)61,276

　　営業費用 41,78437,74238,549 9,425127,500(67,966)59,534

　　営業利益又は
　　営業損失(△)

5,060△2,604△2,032 1,454 1,878 (136) 1,742

Ⅱ　資産 55,79539,62122,40010,209128,025(42,435)85,590

(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・ベトナム・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799百万円であります。

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)、長期投資資

金(投資有価証券及び長期預金)及び管理部門に係る資産等であり25,334百万円であります。
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【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

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) 59,761 9,736 2,333 2,786 230 74,846

Ⅱ　連結売上高(百万円) 77,679

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

77.0 12.5 3.0 3.6 0.3 96.4

(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。

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

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) 39,96210,879 3,727 3,568 278 58,414

Ⅱ　連結売上高(百万円) 61,276

Ⅲ　連結売上高に占める
　　海外売上高の割合(％)

65.2 17.8 6.1 5.8 0.4 95.3

(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。

　

EDINET提出書類

ユニデン株式会社(E01830)

有価証券報告書

49/77



【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19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

　

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 ― ― 当社取締役
間接被所有

3.4
― ―

事務所の賃借
契約の解消

(注)１
1 ― ―

役員及び
その近親者
が議決権の
過半数を所
有する会社

㈲フジ
ファンド
(注)２

東京都
千代田
区

100
個人資産の
運用及び管
理

被所有

3.4
役員
１名

―
関係会社
株式の購入

(注)３
450― ―

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した。

２　当グループ役員　藤本秀朗が議決権の100％を直接保有しております。

３　当該連結子会社の純資産額等を勘案して決定しております。

４　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19年４月１日　至　平成20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

　

属性 氏名 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 藤本秀朗 ― ―
当社代表取
締役

間接被所有

5.2
― ―

源泉所得税の
立替金

(注)１
92立替金 92

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １　現在税務当局と係争中につき指摘事項に基づく該当額を一時的に立替払いとしております。

２　取引金額及び期末残高には、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。
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(１株当たり情報)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 1,121.88円１株当たり純資産額 894.34円

１株当たり当期純損失 51.13円１株当たり当期純損失 129.21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、

１株当たり当期純損失であり、また、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、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

　

項目
前連結会計年度

(平成19年３月31日)
当連結会計年度

(平成20年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計
額(百万円)

65,075 51,839

普通株式に係る純資産額(百万円) 65,061 51,838

差額の主な内訳(百万円)
　少数株主持分

14 1

普通株式の発行済株式数(千株) 63,140 63,140

普通株式の自己株式数(千株) 5,147 5,177

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(千株)

57,993 57,963

　

２　１株当たり当期純損失金額

　

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

連結損益計算書上の当期純損失
(百万円)

2,966 7,491

普通株式に係る当期純損失(百万円) 2,966 7,491

普通株式の期中平均株式数(千株) 58,004 57,976
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(重要な後発事象)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

重要な事業の譲受について

　当社は、平成19年３月９日開催の当社取締役会決議に基

づき、連結子会社であるユニデン・ディレクトイン株式

会社と平成19年３月９日付にて事業譲渡契約を締結いた

しました。同社の事業の全部であるデジタル家電販売事

業について譲受することとし、平成19年４月１日付に譲

受いたしました。

１. 譲受ける相手会社の
名称

：ユニデン・ディレクト
イン株式会社

２. 譲受ける事業内容 ：デジタル家電販売事業
を含む事業の全部

３. 譲受の時期 ：平成19年４月１日

４. 譲受ける資産・負債
の総額

：資産合計　1,205百万円
　負債合計　　364百万円

重要な子会社の設立について

　当社は、平成19年４月９日開催の取締役会の承認に基づ

き、当社全額出資による子会社を設立いたしました。

　①　設立の目的

　豊富な労働力、コストメリット、立地優位性などか

ら、総合的にものづくりの拠点としてベトナムが適

していると判断し、子会社を設立することにいたし

ました。これにより、主力商品であるコードレス電話

機のコスト競争力を高め、生産体制を強化いたしま

す。

　②　子会社の概要

(1) 商号 UNIDEN VIETNAM LIMITED

(2) 代表者 鷺　山　康　孝

(3) 所在地 ベトナム　Hai Duong省

(4) 主な事業の内容電話関連機器の製造、販売

(5) 資本金 US$5,000,000.00

(6) 稼動開始 2008年１月予定

―――――――――
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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】

　

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 18,460 19,000 1.125 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く)

― ― ― ―

リース債務(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 18,460 19,000 ― ―

(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。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

第42期
(平成19年３月31日)

第43期
(平成20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 1,586 8,612

　　　受取手形 255 196

　　　売掛金 ※１ 7,551 3,945

　　　商品 131 420

　　　支給部品 6 14

　　　貯蔵品 1 1

　　　前払費用 360 202

　　　繰延税金資産 628 641

　　　短期貸付金 ※１ 6,847 10,069

　　　未収入金 376 1,038

　　　その他 408 437

　　　貸倒引当金 △20 △642

　　　流動資産合計 18,12921.0 24,93330.8

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　　　建物 4,000 4,023

　　　　減価償却累計額 2,489 1,511 2,589 1,434

　　　　構築物 549 546

　　　　減価償却累計額 472 77 476 70

　　　　機械及び装置 106 124

　　　　減価償却累計額 80 26 86 38

　　　　車両及び運搬具 40 41

　　　　減価償却累計額 31 9 35 6

　　　　工具器具及び備品 2,114 1,946

　　　　減価償却累計額 1,606 508 1,548 398

　　　　土地 8,755 8,755

　　　　建設仮勘定 6 21

　　　有形固定資産合計 10,89212.6 10,72213.2
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　 第42期
(平成19年３月31日)

第43期
(平成20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 562 435

　　　　その他 7 6

　　　無形固定資産合計 569 0.7 441 0.5

　３　投資その他の資産

　　　　投資有価証券 123 100

　　　　関係会社株式 30,980 30,052

　　　　関係会社出資金 22 604

　　　　従業員長期貸付金 19 13

　　　　長期前払費用 1 3

　　　　長期預金 25,263 13,425

　　　　繰延税金資産 71 474

　　　　その他 293 293

　　　投資その他の資産合計 56,77265.7 44,96455.5

　　　固定資産合計 68,23379.0 56,12769.2

　　　資産合計 86,362100.0 81,060100.0

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　　　買掛金 ※１ 5,343 3,210

　　　短期借入金 18,460 19,000

　　　未払金 931 459

　　　未払費用 1,061 851

　　　デリバティブ負債 ― 1,460

　　　未払法人税等 732 3

　　　前受金 22 48

　　　預り金 21 21

　　　賞与引当金 287 511

　　　役員賞与引当金 20 115

　　　製品保証引当金 ― 153

　　　その他 11 36

　　　流動負債合計 26,88831.1 25,86731.9
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　 第42期
(平成19年３月31日)

第43期
(平成20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 18 2

　　　役員退職慰労引当金 1,841 ―

　　　その他 ― 1

　　　固定負債合計 1,8592.2 3 0.0

　　　負債合計 28,74733.3 25,87031.9

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 35,99941.7 35,99944.4

　２　資本剰余金

　　(1) 資本準備金 9,750 9,750

　　(2) 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 13,84816.0 13,84817.1

　３　利益剰余金

　　(1) その他利益剰余金

　　　　繰越利益剰余金 16,798 14,411

　　　　利益剰余金合計 16,79819.5 14,41117.8

　４　自己株式 △9,045△10.5 △9,069△11.2

　　　株主資本合計 57,60066.7 55,18968.1

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券評価
　　　差額金

15 1

　　　評価・換算差額等合計 15 0.0 1 0.0

　　　純資産合計 57,61566.7 55,19068.1

　　　負債純資産合計 86,362100.0 81,060100.0
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② 【損益計算書】

　
第42期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第43期
(自　平成19年４月１日
至　平成20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 66,682 46,844

　　　不動産売上高 7 66,689100.0 ― 46,844100.0

Ⅱ　売上原価

　１　商品売上原価

　　　　商品期首たな卸高 214 131

　　　　当期商品仕入高 ※１ 54,830 34,783

計 55,044 34,914

　　　　他勘定振替高 ※２ 146 41

　　　　商品期末たな卸高 131 420

　　　　差引商品売上原価 54,767 34,453

　２　不動産売上原価 3 54,77082.1 ― 34,45373.5

　　　売上総利益 11,91917.9 12,39126.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費

　　　販売費及び一般管理費 ※3,4 8,03112.1 8,12717.4

　　　営業利益 3,8885.8 4,2649.1

Ⅳ　営業外収益

　　　受取利息 1,189 1,411

　　　有価証券利息 5 ―

　　　受取配当金 11 5

　　　その他 57 1,2621.9 91 1,5073.2

Ⅴ　営業外費用

　　　支払利息 125 190

　　　在庫補償等損失額 459 247

　　　たな卸資産評価損 107 ―

　　　減価償却費 7 6

　　　為替差損 1,382 5,210

　　　その他 7 2,0873.1 36 5,68912.1

　　　経常利益 3,0634.6 82 0.2
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　 第42期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第43期
(自　平成19年４月１日
至　平成20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 ― 2

　　　投資有価証券売却益 ― 380

　　　前期損益修正益 ※６ ― 405

　　　関係会社清算益 122 122 0.2 ― 787 1.7

Ⅶ　特別損失

　　　固定資産除売却損 ※７ 370 65

　　　発注部品違約金 ― 157

　　　訴訟和解金 ― 70

　　　関係会社株式評価損 2,355 111

　　　貸倒引当金繰入額 ― 617

　　　製品保証等損失額 ― 906

　　　その他 187 2,9124.4 9 1,9354.2

　　　税引前当期純利益又は
　　　税引前当期純損失(△)

273 0.4 △1,066△2.3

　　　法人税、住民税
　　　及び事業税

1,324 △14

　　　法人税等調整額 105 1,4292.1 △405 △419△0.9

　　　当期純損失 1,156△1.7 647△1.4
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

項目

株主資本
評価・換

算差額等

純資産

合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計

その他有

価証券評

価差額金資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金
合計

その他

利益剰余金

資本金及び
資本準備金
減少差益

自己株式
処分差益

繰越利益

剰余金

平成18年３月31日残高
(百万円)

35,9999,7503,974 124 13,84819,794△9,01660,625 42 60,667

当事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △1,740 △1,740 △1,740

　役員賞与 △100 △100 △100

　当期純損失 △1,156 △1,156 △1,156

　自己株式の取得 △29 △29 △29

　株主資本以外の項目
　の事業年度中の変動
　額(純額)

△27 △27

当事業年度中の変動額
合計(百万円)

― ― ― ― ― △2,996 △29 △3,025 △27 △3,052

平成19年３月31日残高
(百万円)

35,9999,7503,974 124 13,84816,798△9,04557,600 15 57,615

　

　

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

項目

株主資本
評価・換

算差額等

純資産

合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

その他有

価証券評

価差額金資本準備金

その他資本剰余金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金

資本金及び
資本準備金
減少差益

自己株式
処分差益

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高
(百万円)

35,9999,7503,974 124 13,84816,798△9,04557,600 15 57,615

当事業年度中の変動額

　剰余金の配当 △1,740 △1,740 △1,740

　当期純損失 △647 △647 △647

　自己株式の取得 △24 △24 △24

　株主資本以外の項目
　の事業年度中の変動
　額(純額)

△14 △14

当事業年度中の変動額
合計(百万円)

― ― ― ― ― △2,387 △24 △2,411 △14 △2,425

平成20年３月31日残高
(百万円)

35,9999,7503,974 124 13,84814,411△9,06955,189 1 55,190
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重要な会計方針

　
第42期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第43期
(自　平成19年４月１日
至　平成20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

　　　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、評価差益は純資産の部に

計上し、評価差損は当期の損失として処理する

部分純資産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。)

　(2) その他有価証券

　　　時価のあるもの

　　　　　　　同左

　　　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

　　　個別法に基づく原価法によっております。

　　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、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物 ５～50年

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、主な耐用年数は以

下のとおりであります。　

建物 ５～50年

　　　（会計方針の変更）

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法

律　平成19年３月30日　法律第６号)及び(法人税法

施行令の一部を改正する政令　平成19年３月30日　

政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。この変更による損益

への影響は軽微であります。　

　(2) 無形固定資産

　　　定額法を採用しております。なお、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　　　
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　 第42期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第43期
(自　平成19年４月１日
至　平成20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

　　　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し

ております。

　(3) 役員賞与引当金

　　　役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見

込額を計上しております。

　(3) 役員賞与引当金

　　　役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給

見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上して

おります。

　(4) 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) 退職給付引当金

　　　　　　　同左

　(5) 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したが、平成18年６月を

もって役員退職慰労金制度を廃止したため、平成

18年７月以降新たな引当金計上は行っておりませ

ん。当期末における役員退職慰労引当金残高は当

制度の廃止以前から在籍している役員に対する支

給予定額であります。

　　　　　　　――――――

　　　

　　　　　　　―――――― 　(5) 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のために、

当事業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。

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。

　　　　　　　――――――

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。

７　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
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会計方針の変更

　
第42期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第43期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

57,615百万円であります。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務

諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しておりま

す。

　

　　　　　　　――――――

(役員賞与に関する会計基準)

　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」(企業

会計基準第４号　平成17年11月29日)を適用しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

は、それぞれ21百万円減少しております。

　

　

注記事項

(貸借対照表関係)

　
第42期

(平成19年３月31日)
第43期

(平成20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 6,355

買掛金 5,249

短期貸付金 6,847

※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 2,475

買掛金 3,198

短期貸付金 10,069

　２　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

7
　

　２　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
15
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(損益計算書関係)

　
第42期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第43期
(自　平成19年４月１日
至　平成20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 56,560

仕入高 53,943

※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 34,659

仕入高 34,460

※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 3

販売費及び一般管理費 36

たな卸資産評価損 107

計 146

※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 9

販売費及び一般管理費 28

たな卸資産廃棄損 3

製品保証等損失額 1

計 41

※３　販売費に属する費用のおおよその割合は17.4％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は82.6％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 647

広告宣伝費 1,000

研究開発費 3,923

減価償却費 490

業務委託費 635

※３　販売費に属する費用のおおよその割合は16.5％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は83.5％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 646

広告宣伝費 681

研究開発費 4,187

減価償却費 288

業務委託費 773

※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、3,923百万円であります。

※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、4,187百万円であります。

　　　　　　　――――――

 

　　　　　　　――――――

　　　

 

※７　この内訳は次のとおりであります。

百万円

建物 253

工具器具及び備品 0

土地 15

売却損合計 268

※５　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 2

売却損合計 2

※６　前期損益修正益

　　　過年度における未払従業員賞与の戻し入れでありま

す。

※７　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 0

売却損合計 0

百万円

建物 5

工具器具及び備品 59

建設仮勘定 38

除却損合計 102

百万円

建物 1

工具器具及び備品 59

建設仮勘定 5

除却損合計 65
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 5,123,780 23,515 ― 5,147,295

　
(注)　増加は単元未満株式の買取による増加であります。

　

当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 5,147,295 29,746 ― 5,177,041

　
(注)　増加は単元未満株式の買取による増加であります。

　

　

(リース取引関係)

　
第42期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第43期
(自　平成19年４月１日
至　平成20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

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 2 3

工具器具及び
備品

3 0 3

合計 8 2 6

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

10 2 8

工具器具及び
備品

3 1 2

合計 13 3 10

　　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。

　　　　　　　同左

２　未経過リース料期末残高相当額

百万円

１年内 2

１年超 4

合計 6

　　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。

２　未経過リース料期末残高相当額

百万円

１年内 3

１年超 7

合計 10

　　　　　　　同左

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 1

減価償却費相当額 1

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 2

減価償却費相当額 2

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
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(有価証券関係)

第42期、第43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42期

(平成19年３月31日)
第43期

(平成20年３月31日)

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

百万円

　　　関係会社株式評価損 6,984

　　　固定資産評価損 1,622

　　　役員退職慰労引当金 749

　　　未払費用 416

　　　賞与引当金 117

　　　未払事業税 81

　　　その他 1,044

　　　繰延税金資産小計 11,013

　　　評価性引当金 △10,304

　　繰延税金資産合計 709

　　繰延税金負債

　　　その他有価証券評価差額金 △10

　　繰延税金負債合計 △10

　　繰延税金資産(負債)の純額 699

　　(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。

　　　　　流動資産 ― 繰延税金資産 628

　　　　　固定資産 ― 繰延税金資産 71

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

百万円

　　　関係会社株式評価損 7,024

　　　固定資産評価損 1,619

　　　関係会社貸倒引当金 251

　　　未払費用 317

　　　賞与引当金 208

　　　為替差損 354

　　　その他 944

　　　繰延税金資産小計 10,717

　　　評価性引当金 △9,578

　　繰延税金資産合計 1,139

　　繰延税金負債合計 △24

　　繰延税金資産(負債)の純額 1,115

　　(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。

　　　　　流動資産 ― 繰延税金資産 641

　　　　　固定資産 ― 繰延税金資産 474

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

5.7

　　　役員賞与等永久に損金に算入
　　　されない項目

9.5

　　　過年度法人税額等 71.7

　　　住民税均等割等 2.3

　　　研究費等の法人税特別控除 △66.0

　　　評価性引当金の増加額 458.0

　　　その他 2.2

　　　税効果会計適用後の法人税等の
　　　負担率

524.1

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

　　　税引前当期純損失を計上しているため記載を省略し

ております。
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(１株当たり情報)

　
第42期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第43期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 993.23円

１株当たり当期純損失 19.93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、
１株当たり当期純損失であり、また、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 952.17円

１株当たり当期純損失 11.16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、
１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しな
いため記載しておりません。

(注)　算定上の基礎

１株当たり当期純損失金額

項目
第42期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第43期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

損益計算書上の当期純損失(百万円) 1,156 647

普通株式に係る当期純損失(百万円) 1,156 647

普通株式の期中平均株式数(千株) 58,004 57,976

　

(重要な後発事象)

　
第42期

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第43期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

重要な事業の譲受について

　当社は、平成19年３月９日開催の当社取締役会決議に基

づき、連結子会社であるユニデン・ディレクトイン株式

会社と平成19年３月９日付にて事業譲渡契約を締結いた

しました。同社の事業の全部であるデジタル家電販売事

業について譲受することとし、平成19年４月１日付に譲

受いたしました。

１. 譲受ける相手会社の
名称

：ユニデン・ディレクト
イン株式会社

２. 譲受ける事業内容 ：デジタル家電販売事業
を含む事業の全部

３. 譲受の時期 ：平成19年４月１日

４. 譲受ける資産・負債
の総額

：資産合計　1,205百万円
　負債合計　　364百万円

重要な子会社の設立について

　当社は、平成19年４月９日開催の取締役会の承認に基づ

き、当社全額出資による子会社を設立いたしました。

　①　設立の目的

豊富な労働力、コストメリット、立地優位性などから、

総合的にものづくりの拠点としてベトナムが適して

いると判断し、子会社を設立することにいたしまし

た。これにより、主力商品であるコードレス電話機の

コスト競争力を高め、生産体制を強化いたします。

　②　子会社の概要

(1) 商号 UNIDEN VIETNAM LIMITED

(2) 代表者 鷺　山　康　孝

(3) 所在地 ベトナム　Hai Duong省

(4) 主な事業の内容電話関連機器の製造、販売

(5) 資本金 US$5,000,000.00

(6) 稼動開始 2008年１月予定

　　　　　　　――――――
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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】
　

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 4,000 24 1 4,023 2,589 100 1,434

　構築物 549 - 3 546 476 7 70

　機械及び装置 106 18 - 124 86 6 38

　車両及び運搬具 40 0 - 41 35 3 6

　工具器具及び備品 2,114 311 479 1,946 1,548 353 398

　土地 8,755 - - 8,755 - - 8,755

　建設仮勘定 6 368 353 21 - - 21

有形固定資産計 15,571 721 836 15,456 4,734 469 10,722

無形固定資産

　ソフトウェア 769 23 20 772 337 104 435

　ソフトウェア仮勘定 - 23 23 - - - -

　その他 12 - 0 11 5 1 6

無形固定資産計 781 46 43 783 342 105 441

長期前払費用 5 4 - 9 6 1 3

(注)　当期償却額は次の費用に計上されております。

売上原価 219百万円

販売費及び一般管理費 350 (うち、研究開発費62百万円)

営業外費用 6

合計 575

　

【引当金明細表】
　

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 20 642 - 20 642

賞与引当金 287 511 144 143 511

製品保証引当金 - 153 - - 153

役員退職慰労引当金 1,841 - 1,841 - -

役員賞与引当金 20 115 5 15 115

(注)　貸倒引当金の当期減少額その他は洗替額であります。

      賞与引当金の当期減少額のその他は支給見込額の戻し入れであります。

      役員賞与引当金の当期減少額のその他は支給見込額の戻し入れであります。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

　

区分 金額(百万円)

現金 10

預金

　普通預金(注)１ 17

　別段預金(注)２ 15

　外貨普通預金(注)３ 303

　外貨定期預金(注)４ 8,267

計 8,603

合計 8,612

(注) １　㈱三菱東京UFJ銀行

２　三菱UFJ信託銀行㈱

３　㈱三井住友銀行

４　㈱三菱東京UFJ銀行

　

②　受取手形(相手先別内訳)

　

相手先 金額(百万円)

GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS 131

INTELBRAS S/A 46

日本アンテナ㈱ 16

PLANTRONICS, INC. 3

JESCO AVM㈱ 0

合計 196

　

(期日別内訳)

　

期日 金額(百万円)

平成20年４月満期 103

平成20年５月満期 34

平成20年６月満期 54

平成20年７月満期 5

合計 196
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③　売掛金

　

相手先 金額(百万円)

UNIDEN AMERICA CORPORATION 2,288

RADIOSHACK GLOBAL SOURCING, L.P. 363

MOTOROLA GMBH. 283

UNIDEN AUSTRALIA PTY. LTD. 171

SIEMENS HOME AND OFFICE 51

その他(注) 789

合計 3,945

(注)　ITM TECHNOLOGY AG 他

　

(売掛金回収および滞留状況)

　

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)
366
(Ｅ)

7,551 46,985 3,945 50,591 92.8 8.2 45

　

④　たな卸資産

　

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 3 - 417 420

支給部品(注)１ 6 - 8 14

貯蔵品(注)２ - 1 - 1

合計 9 1 425 435

(注)　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。

　

⑤　短期貸付金

相手先 金額(百万円)

香港友利電有限公司 4,909

UNIDEN VIETNAM LTD. 4,308

UNIDEN ELECTRONICS PHILIPPINES INC. 852

合計 10,069
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⑥　関係会社株式

　

相手先 金額(百万円)

UNIDEN HOLDING, INC. 14,378

香港友利電有限公司 13,700

UNIDEN AUSTRALIA PTY. LTD. 1,570

UJ REALTY INC. 377

その他(注) 27

合計 30,052

(注)　UNIDEN ELECTRONICS PHILIPPINES INC. 他

　

⑦　長期預金

区分 金額(百万円)

外貨定期預金 13,425

合計 13,425

(注)　㈱三菱東京UFJ銀行他１行

　

⑧　買掛金

　

相手先 金額(百万円)

香港友利電有限公司 2,842

UNIDEN VIETNAM LTD. 355

日本電計㈱ 6

ブレイン㈱ 1

その他(注) 6

合計 3,210

(注)　㈱富士通ビジネスシステム　他

　

⑨　短期借入金

　

相手先 金額(百万円)

㈱三菱東京UFJ銀行 9,600

㈱三井住友銀行 9,400

合計 19,000

　

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

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

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31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

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

　　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　株主の有する株式数に応じて募集株式の割り当ておよび募集新株予約権の割り当てを受ける権利

　

EDINET提出書類

ユニデン株式会社(E01830)

有価証券報告書

71/77



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
及びその添付書類

第42期
自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

平成19年６月28日
関東財務局長に提出。

(2)半期報告書 第43期中
自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日

平成19年12月20日
関東財務局長に提出。

(3)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12号及び第19号(財政状態及び
経営成績に著しい影響を与える事象の
発生）の規定に基づく臨時報告書であ
ります。

平成19年６月６日
関東財務局長に提出。

金融商品取引法第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19年11月16日
関東財務局長に提出。
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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。
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独立監査人の監査報告書

　

　

平成19年６月28日

ユニデン株式会社

取締役会　御中

　

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　鈴　　木　　啓　　之　　㊞

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　　㊞

　

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18年４月１日から平成19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、連結株主資本等変動計算書、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19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
　

※　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。
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独立監査人の監査報告書

　

　

平成20年６月27日

ユニデン株式会社

取締役会　御中

　

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　中　　村　　明　　彦　　㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　中　　嶋　　康　　博　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年４月１日から平成20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、連結株主資本等変動計算書、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20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
　

※　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。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月28日

ユニデン株式会社

取締役会　御中

　

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　鈴　　木　　啓　　之　　㊞

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　　㊞

　

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18年４月１日から平成19年３月31日までの第42期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動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19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

　

※　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。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月27日

ユニデン株式会社

取締役会　御中

　

あらた監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　中　　村　　明　　彦　　㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　中　　嶋　　康　　博　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項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19年４月１日から平成20年３月31日までの第43期事業年度の財務諸

表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動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20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

　

※　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。
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