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（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４ 経理の状況

１ 四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。 

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】

回次 
第４期 

第１四半期連結
累計期間 

第５期 
第１四半期連結

累計期間 
第４期 

会計期間 

自平成24年 
４月１日 

至平成24年 
６月30日 

自平成25年 
４月１日 

至平成25年 
６月30日 

自平成24年 
４月１日 

至平成25年 
３月31日 

売上高（百万円）  66,322  73,529  284,508

経常利益（百万円）  1,416  1,817  8,162

四半期（当期）純利益（百万円）  876  1,254  5,025

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 560  1,748  6,346

純資産額（百万円）  39,683  46,512  45,402

総資産額（百万円）  114,515  117,079  114,223

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 55.82  79.88  320.14

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

自己資本比率（％）  34.4  39.5  39.4

２【事業の内容】
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 当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

 当社の連結子会社である株式会社ＵＫＣエレクトロニクスとフェアチャイルドセミコンダクタージャパン株式会

社との間で締結した契約品目に係る販売代理店契約は、平成25年６月30日をもって終了いたしました。 

（1）経営成績の分析 

（当第１四半期の概況）  

当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、デフレからの早期脱却と経済再生の実現に向けた各種政策

の効果等により、企業活動や個人消費に改善が見られました。その一方で、欧州の債務問題や中国をはじめとした 

新興国の経済成長の鈍化傾向等が、引き続き景気の下振れリスクとなっております。  

 当社グループが属しておりますエレクトロニクス業界におきましては、薄型テレビ、コンパクトデジタルスチル

カメラ、パソコン等の従来型のデジタル家電製品の市場は停滞傾向にある一方、スマートフォン、タブレット端末

等のモバイル関連機器の市場は拡大を続けるなど、二極化傾向が見られます。  

 このような状況の下、当社グループにおきましては、中核事業であるソニー製の半導体・電子部品事業をさらに

強化するとともに、ＥＭＳ（電子機器受託製造サービス）等の高付加価値事業の拡大や新規事業の創出に注力して

まいりました。  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は 735 億 29 百万円（前年同期比 10.9％増）、営業利益は 

18 億 15 百万円（前年同期比 1.3％減）、経常利益は 18 億 17 百万円（前年同期比 28.3％増）、四半期純利益

は 12 億 54 百万円（前年同期比 43.1％増）となりました。 

  

（報告セグメント別の業績） 

 当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同期間との比較について

は、前年同期間の数値を変更後の報告セグメントに組み替えた数値で比較しております。  

・半導体及び電子部品事業  

 半導体及び電子部品事業におきましては、特に海外のスマートフォン向け製品の販売が好調で増収となりました

が、相対的に粗利率の高い国内事業の売上高が減少したため、セグメント利益は微減となりました。  

 以上の結果、売上高は 702 億 52 百万円（前年同期比10.4％増）、セグメント利益は 20 億 27 百万円（前年

同期比 1.1％減）となりました。 

  

・電子機器事業 

 電子機器事業におきましては、景気刺激策の効果等により、顧客の設備投資に改善が見られ、一般企業向け、医

療向けの売上が伸長いたしました。 

 以上の結果、売上高は 30 億 70 百万円（前年同期比 22.6％増）、セグメント損失は １ 億 64 百万円（前年

同期比 58 百万円の改善）となりました。 

  

・システム機器事業 

 非接触ＩＣカード関連事業におきましては、デジタルサイネージや電子マネー関連ビジネスの活性化に伴い、売

上は伸長したものの、利益は伸び悩みました。半導体及び電子部品の信頼性試験・環境物質分析サービス事業にお

きましては、試験数の減少に伴い、業績は低調に推移いたしました。 

 以上の結果、売上高は ４ 億 71 百万円（前年同期比 6.9％増）、セグメント利益は 25 百万円（前年同期比 

55.0％減）となりました。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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（2）財政状態の分析  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して 28 億 55 百万円増加し、1,170 

億 79 百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加 31 億 95 百万円によるものであります。負債は、

前連結会計年度末と比較して 17 億 45 百万円増加し、705 億 66 百万円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金の増加 61 億 62 百万円、短期借入金の減少 33 億 31 百万円、未払法人税等の減少 16 億 33 百万円に

よるものであります。 

 純資産は前連結会計年度末と比較して 11 億 10 百万円増加し、465 億 12 百万円となりました。これは主に四

半期純利益 12 億 54 百万円、利益剰余金からの配当 ６ 億 27 百万円、為替換算調整勘定の増加 ５ 億 29 百万

円を主因としたその他の包括利益累計額の変動額 ５ 億 30 百万円、少数株主持分の減少 45 百万円によるもので

あります。   

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

（4）研究開発活動  

該当事項はありません。   
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①【株式の総数】 

   

②【発行済株式】 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

  

 当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  57,000,000

計  57,000,000

種類 
第１四半期会計期間末現在

発行数（株） 
（平成25年６月30日） 

提出日現在発行数 
（株） 

（平成25年８月12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  15,700,021  15,700,021
東京証券取引所 

市場第一部 

完全議決権株式であり、剰

余金の配当に関する請求権

その他の権利内容に何ら限

定のない、当社における標

準となる株式であり、単元

株式数は100株であります。 

計  15,700,021  15,700,021 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【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 

（株） 

発行済株式総
数残高（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25年４月１日 

～平成25年６月30日 
- 15,700,021 - 4,383 -  1,383

（６）【大株主の状況】
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①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の株式数の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,200株含まれてお

ります。なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数12個が含まれておりませ

ん。 

②【自己株式等】 

 該当事項はありません。  

（７）【議決権の状況】

  平成25年６月30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） 
（自己所有株式） 

普通株式        1,600
－ 単元株式数 100株 

完全議決権株式（その他） 普通株式  15,651,300  156,501 同上 

単元未満株式 普通株式       47,121 － － 

発行済株式総数  15,700,021 － － 

総株主の議決権 －  156,501 － 

  平成25年６月30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(％)

（自己所有株式） 

株式会社ＵＫＣホール

ディングス 

東京都品川区大崎一丁目

11番２号 
1,600  －  1,600  0.00

計 － 1,600  －  1,600  0.00

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平

成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,601 15,797

受取手形及び売掛金 ※2  65,119 ※2  65,720

商品及び製品 23,304 23,565

仕掛品 297 793

原材料及び貯蔵品 489 671

その他 6,680 4,633

貸倒引当金 △144 △83

流動資産合計 108,349 111,098

固定資産   

有形固定資産 2,076 2,127

無形固定資産 461 499

投資その他の資産   

投資有価証券 2,427 2,465

その他 984 964

貸倒引当金 △76 △75

投資その他の資産合計 3,336 3,354

固定資産合計 5,874 5,981

資産合計 114,223 117,079

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  35,371 ※2  41,534

短期借入金 20,937 17,606

1年内返済予定の長期借入金 4,295 4,958

未払法人税等 2,056 423

賞与引当金 420 219

その他 1,932 2,775

流動負債合計 65,014 67,517

固定負債   

長期借入金 2,610 1,896

退職給付引当金 627 626

役員退職慰労引当金 37 38

その他 531 488

固定負債合計 3,806 3,049

負債合計 68,821 70,566
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,383 4,383

資本剰余金 6,342 6,342

利益剰余金 34,361 34,987

自己株式 △1 △2

株主資本合計 45,085 45,711

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 363 364

為替換算調整勘定 △406 123

その他の包括利益累計額合計 △42 487

少数株主持分 359 313

純資産合計 45,402 46,512

負債純資産合計 114,223 117,079
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 66,322 73,529

売上原価 61,784 69,028

売上総利益 4,537 4,500

販売費及び一般管理費 2,698 2,685

営業利益 1,839 1,815

営業外収益   

受取利息 5 11

受取配当金 19 24

仕入割引 1 1

為替差益 － 46

その他 72 21

営業外収益合計 100 106

営業外費用   

支払利息 69 68

売上債権売却損 7 2

為替差損 435 －

その他 10 31

営業外費用合計 523 103

経常利益 1,416 1,817

特別利益   

固定資産売却益 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失   

固定資産処分損 1 0

その他 2 3

特別損失合計 3 4

税金等調整前四半期純利益 1,414 1,813

法人税等 580 595

少数株主損益調整前四半期純利益 834 1,218

少数株主損失（△） △42 △35

四半期純利益 876 1,254
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 834 1,218

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △60 0

為替換算調整勘定 △212 529

その他の包括利益合計 △273 530

四半期包括利益 560 1,748

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 606 1,785

少数株主に係る四半期包括利益 △45 △35
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 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

（連結納税制度の適用） 

 当社及び一部の連結子会社は、当第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。 

１  受取手形割引高 

  

※２ 四半期連結会計期間末日満期手形  

 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期

連結会計期間末日残高に含まれております。 

  

３ 買取保証 

  下記のとおり買取保証を行っております。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30日） 

配当に関する事項 

配当金支払額 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日） 

配当に関する事項 

配当金支払額 

【追加情報】

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成25年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

受取手形割引高 百万円 3,227 百万円 1,406

  
前連結会計年度 

（平成25年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

受取手形 百万円 64 百万円 104

支払手形  69  24

  
  

前連結会計年度 
（平成25年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

三井住友ファイナンス＆リース株式会社   百万円 25   百万円 23

（株主資本等関係）

  
  
（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 配当の原資 

平成24年５月30日 

取締役会 
普通株式  549  35.00 平成24年３月31日 平成24年６月13日 利益剰余金 

  
  
（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 配当の原資 

平成25年５月30日 

取締役会 
普通株式  627  40.00 平成25年３月31日 平成25年６月12日 利益剰余金 
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Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益の調整額△43百万円には、セグメント間消去取引△6百万円、各報告セグメント

に配分していない全社費用△36百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

（注）１．セグメント利益の調整額△73百万円には、セグメント間消去取引11百万円、各報告セグメントに

配分していない全社費用△85百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

 当社グループにおける販売体制の再編等により、「電子機器」として取り扱っていた一部の商品を「半

導体及び電子部品」に移管しております。また、前連結会計年度まで、報告セグメントに直接帰属しない

一般管理費を、配賦不能費用として全社費用に含めておりましたが、セグメント別の損益をより明確に表

示するために、当第１四半期連結会計期間より、各セグメントへ配賦することに変更しております。前第

１四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第１四半期連結累計期間の報告セグメント区分及び配賦基

準に基づき作成したものを開示しております。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（注）２
半導体及び
電子部品 

電子機器 
システム機

器 
計 

売上高          

外部顧客への売上高  63,640  2,240  441  66,322  － 66,322

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 9  264  －  274  △274 －

計  63,650  2,505  441  66,596  △274 66,322

セグメント利益又は損失

（△） 
 2,049  △223  57  1,883  △43 1,839

  

報告セグメント 
調整額 
（注１） 

四半期連結
損益計算書
計上額 

（注２）
半導体及び
電子部品 

電子機器 
システム機

器 
計 

売上高           

外部顧客への売上高  70,251  2,805  471  73,529  － 73,529

セグメント間の内部売

上高又は振替高 
 1  264  －  266  △266 －

計  70,252  3,070  471  73,795  △266 73,529

セグメント利益又は損失

（△） 
 2,027  △164  25  1,888  △73 1,815
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 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

該当事項はありません。 

 平成25年５月30日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。 

（イ）配当金の総額………………………………………627百万円 

（ロ）１株当たりの金額…………………………………40円00銭 

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成25年６月12日 

（注） 平成25年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。  

（１株当たり情報）

  
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 55 82 円 銭 79 88

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  876  1,254

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円）  876  1,254

普通株式の期中平均株式数（千株）  15,699  15,698

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＵＫＣ

ホールディングスの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４

月１日から平成25年６月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る

四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記に

ついて四半期レビューを行った。 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任  

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

監査人の責任  

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論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四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

監査人の結論  

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＵＫＣホールディングス及び連結子会社の平成25年６月30

日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。 

利害関係 

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 
  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成25年８月12日

株式会社ＵＫＣホールディングス 

取締役会 御中 

有限責任 あずさ監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 上坂 善章  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 富永 淳浩  印 

 （注）１．上記は、四半期レビュー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（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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