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　平素はユニデングループに格別のご支援を賜り、篤く御礼
申し上げます。
　当期の世界経済は、欧州の債務問題が小康状態を保つ中
で、一部の新興国に成長ペースの鈍化が見られたものの、米
国および欧州経済に持ち直しの動きが見られる等、全体とし
ては緩やかな回復が続きました。
　わが国経済では、政府による積極的な経済対策等により、
株価上昇や円安が進行し、企業業績の回復、設備投資の持
ち直し、雇用環境の改善が見られる等、景気は緩やかな回復
傾向にあります。
　当社の主要市場である北米においては、消費者物価指数に
小幅の上昇が見られるなど、緩やかな回復の兆しがうかがえ
ましたが、スマートフォンの普及拡大などにより、コードレス電
話市場は厳しい状況にあります。一方で、無線通信機器市場
は概ね堅調に推移いたしました。
　このような環境の中、当社グループでは、採算性を重視し
た経営方針を採用しております。主力の無線通信・応用機器
部門においては、スキャナーラジオは北米にて高い市場シェア
を獲得しており、Video Surveillance（ワイヤレスカメラ・モ
ニター）、CB無線機器、UHFトランシーバーにつきましては、
北米市場、オセアニア市場を中心にマーケットシェアを拡大す
るべく、積極的に販売活動を展開いたしました。その一方で、
子会社を通じたゲーム事業や不動産事業の拡大を図り、新た
な事業の柱となるよう取り組んでまいりました。
　株主の皆様におかれましては、引き続き力強いご支援を賜
りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

2014年6月
代表取締役会長兼社長　藤 本  秀 朗

株主の皆様へ

■ 会社概要（2014年3月31日現在）

高利益率のスキャナー製品、CB製品が好調
増収増益に寄与

「第4回 日本グランド・ゴールドシニアオープン
ゴルフ選手権 ユニデンクラシック」開催

■ 取締役および監査役（2014年6月27日現在）

■ 株主メモ

　当社の製品の中でも高利益率を誇る
スキャナー製品、CB製品がマーケット 
シェアを伸ばし増収増益に寄与してい
ます。
　スキャナー製品は郵便番号と連動す
るコンセプトの商品がヒットし、対前年
度42％増の販売拡大となりました。

　またCB製品は斬新なデザインの新
機種が若い世代のユーザーに支持さ
れ、ワイヤレスマイク製品との相乗効
果も伴って対前年度37％増の販売拡
大となりました。
　これら高収益製品により一層のマー
ケットシェア拡大につとめ、更なる増収
増益に繋げてまいります。

　PGAグランド・ゴールドシニア公認競技「ユニデンクラシック」
を開催しました。
　日本ゴルフ界発展の礎を築き、ゴルフを確固たるアスリート競
技へと導いた60歳以上のプロゴルファーの皆様の貢献を称える
初のグランド・ゴールドシニアオープン競技として2010年よりス
タートし、この度第４回目の開催となりました。
　賞金の一部、選手のエントリーフィー、ギャラリーの皆様からの募
金は、グリーンティチャリティを通じ被災地への支援金、ベトナムの
子供たちへの奨学金、静岡県伊東市の高齢者病院へ寄付されます。

１）株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則口座を
開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。 
口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人 
＜三菱UFJ信託銀行＞ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

２）特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ 
信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関

（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。
なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

［単元未満株式の買取について］
1,000株未満（単元未満）の株式は市場で売買することはできませんが、所定の
用紙で買取のご請求をいただくことにより、時価で当社にご売却いただくことがで
きます。お取引口座のある証券会社にお申し出ください。

会社名 ユニデン株式会社　Uniden Corporation 
設立 1966年（昭和41年）2月7日 
資本金 359億99百万円
本社住所 〒104-8512　東京都中央区八丁堀2-12-7 
社員数 104人 
グループ社員数 1,677人
拠点数 海外12社・7カ国・7拠点 

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月
期末配当金受領株主確定日 3月31日
中間配当金受領株主確定日 9月30日

その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。
公告掲載URL http://www.uniden.co.jp/ir/library.html

ただし、電子公告によることができない事故その
他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済
新聞に公告いたします。

株主名簿管理人・
特別口座　口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-232-711（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所

代表取締役会長兼社長 藤本　秀朗
代表取締役専務 藤代　雅之
取締役 星久木　淳
取締役 志記壮一郎
取締役 内藤　英夫
取締役 宮沢　泰廣
取締役 金子　洋史

取締役 田中　康俊
取締役 金城　一樹
取締役 大澤　英治
取締役 饗場　俊之
常勤監査役 佐藤　宗生
監査役 黒田　克司
監査役 南　　惟孝

TOPICS 1

TOPICS 2

トピックス

Home Patrol-2/スキャナーラジオ

BEARCAT 980SSB/ワイヤレス
マイク機能付きCB無線機

（左）新井 規矩雄プロ　（右）吉村 金八プロ
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決算ハイライト

事業別売上高比率

■　連結財務データ

第47期 第48期 第49期 第50期
（予想）

売 上 高（百万円） 33,921 27,598 20,975 15,350

営 業 利 益（百万円） 590 △1,190 994 1,500

売上高営業利益率 （％） 1.7 △4.3 4.7 －

経 常 利 益（百万円） 591 △ 731 980 1,450

当 期 純 利 益（百万円） 371 △2,658 593 1,100

1株当たり当期純利益 （円） 6.30 △45.14 10.06 18.68

総 資 産（百万円） 39,390 36,376 36,130 －

純 資 産（百万円） 32,571 30,451 31,129 －

1株当たり純資産 （円） 553.10 517.18 528.78 －

さらに詳しい決算情報は、
当社IRサイトをご覧ください。 ユニデン IR 検索
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■　経常損益（百万円） ■　当期純損益（百万円）

DTM430R／車載用地上
デジタルチューナー

■ デジタル家電機器部門
売上高 8億円（前期比 32.1％減）

■ 無線通信・応用機器部門
売上高 108億円（前期比 29.8％増）
北米市場およびオセアニア市場におけるVideo 
Surveillance（ワイヤレスカメラ・モニター）の売
上が好調に推移しました。その
結果、当部門全体では売上台
数150万台(前期比4.6％減)、
売上高10,814百万円(同29.8
％増)となりました。

■ 電話関連機器部門
売上高 83億円（前期比 51.9％減）
北米市場および日本市場において、採算性を重視
した販売戦略へ転換したことに伴い、販売数量が
減少し、主要カテゴリであるDECT6.0コードレス
電話は売上台数244万台(前期比63.5%減)、売
上高7,200百万円(同51.8％減)となりました。そ
の結果、当部門全体では売上台数317万台(同
64.4％減)、売上高8,373百万円(同51.9％減)と
なりました。

日本市場において、地上デジタルチューナーや車
載用液晶モニターの販売が減
少し、売上台数10万台(前期
比27.6％減)、売上高802百
万円(同32.1％減)となりまし
た。

エレクトロ
ニクス事業

売上高

205億円

当事業では、スマートフォン向けソーシャル
ゲームの提供の他、ウェブサイト等により運
営しているLNS（家庭教師の斡旋）事業、
およびドラッグストアの運営を行ってまいりま
した。スマートフォン向けゲーム事業におい
ては、ソーシャルゲームタイトルの開発・リ
リースを行いましたが、課金収入が想定を
下回る結果となりましたものの、LNS（家庭
教師の斡旋）事業においては売上高が堅調
に推移いたしました。この結果、当事業の
売上高は357百万円となりました。なお、
不採算事業見直しを実施し、次期における
収益力の向上を推し進めてまいります。

ゲーム事業
売上高

3億円

当期は、収益不動産の売買を中心に活動
し、売上高は117百万円となりました。
引き続き、日本の不動産市場が活況になっ
ていく中で、「ユニデングループ」の一員と
して、積極的に事業を拡大・展開してまいり
ます。

不動産事業
売上高
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ゲーム事業 1.7%
不動産事業 0.6%

エレクトロニクス事業 

97.7%
電話関連機器部門 39.9%
無線通信・応用機器部門 51.6%
デジタル家電機器部門 3.8%
その他 2.4%

部門別売上高

D3580/デジタル
コードレス電話機

（Bluetooth機能
付き）

26PT/ワイヤレス
セキュリティカメラ（WiFi対応）
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