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１. 平成17年12月期の連結業績(平成17年１月１日～平成17年12月31日)

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月期 9,212 (  △1.8) 60 (　－　) 289 (　－　)

16年12月期 9,379 (   32.6) △198 (　－　) △340 (　－　)

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

17年12月期 89 ( － ) 14 00 － － 7.9 2.5 3.1

16年12月期 △416 ( － ) △65 14 － － △33.4 △2.8 △3.6

（注）①持分法投資損益          17年12月期 △0百万円 16年12月期 4百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 17年12月期 6,385,800株 16年12月期 6,385,800株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月期 11,089 1,294 11.7 202 79

16年12月期 11,974 961 8.0 150 58

（注）期末発行済株式数（連結） 17年12月期 6,385,800株 16年12月期 6,385,800株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月期 738 △745 △406 645

16年12月期 371 △928 862 985

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 6社 持分法適用非連結子会社数 1社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成18年12月期の連結業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

中間期 4,214 △83 △94

通　期 9,360 97 42

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　6円58銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び連結子会社６社により構成されており、主にプラスチックを加工するための射出成形用金

型及び射出成形システムなどの製造・販売を行うとともに、精密成形品及び自動加工システムの製造・販売を行ってお

ります。

　当社グループにおける当社及び関係会社の位置付け等は、次のとおりであります。

①　射出成形用精密金型及び成形システム事業

　当社が各種の射出成形用精密金型及び成形システムの製造・販売をするほか、タイにおいてTHAI FUJI SEIKI 

CO.,LTD.が、中国において上海不二精机有限公司及び常州不二精机有限公司が射出成形用精密金型及び成形システ

ムの製造・販売を行っております。

　また、蘇州不二設計技術有限公司は、精密金型設計及び同部品加工プログラムなどの供給を行っております。

②　精密成形品その他事業

　当社が精密成形品及び金型部品等自動加工システムの製造・販売を行うほか、タイにおいてTHAI FUJI SEIKI 

CO.,LTD.が、中国において上海不二精机有限公司及び蘇州不二精机有限公司並びに常州不二精机有限公司が精密成

形品の製造・販売を行っております。

　株式会社スーパージュエルボックスジャパンは、日本国内にて精密成形品の販売を行っております。

　以上の状況における事業の系統は、次の図のとおりであります。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、「プロダクト・マザー」のスローガンのもと、良質な金型を提供するだけのハードウェアメーカー

に留まることなく、高品質、大量かつ最も安価なコストで成形品が生産できる、顧客にとって最適な成形環境を提供

することを経営の基本方針としております。

　このような基本方針のもと、当社グループは、創業以来培ってきた精密加工技術、精密成形技術及びそれらの技術

を有機的に結合させた「ユースウェア（利用技術）」を顧客に提供することや、顧客がお望みであれば、精密成形品

なども提供することで、今後も顧客に最大の利益をもたらす営業活動を行ってまいります。

　当社グループは、株主、顧客、取引先、地域・社会、従業員等のステークホルダーと良好な関係を維持し、企業価

値の一層の向上に努めてまいります。また、透明性の高い情報開示を目指しつつ、業績の向上により株主の期待に応

えるべく、積極的な事業活動を展開してまいります。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社グループの利益配分に関する基本方針は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保を確保しつ

つ、連結損益の実績を考慮した上で安定した配当を継続することと考えております。

(3）投資単位の引下げについての考え方及び方針等

　当社は、株式の流通の活性化と投資家層の拡大をはかる上で、投資単位の引下げは経営上の重要な事項と認識して

おります。投資家の皆様に、より投資していただける環境を整えるため、平成１5年４月１日付けで１単元の株式数

を1,000株から100株へ変更しております。

　今後も積極的なＩＲ活動を通じて企業の透明性を高めるとともに、更に投資家の皆様に投資していただきやすい環

境を整備してまいります。

(4）目標とする経営指標

　当社の重要な経営資源のひとつは人材であり、社員個々の生み出す付加価値が、当社成長の重要なドライバーとな

ると考えております。このため、当社につきましては、社員一人あたりの経常利益額の増大をはかり、中長期的には、

社員一人あたりの経常利益額４百万円を目標に定め、その達成に向け、当社グループ一丸となって取り組んでおります。

　なお、当社グループ連結ベースの目標とする経営指標につきましては、海外子会社の早期黒字化をはかっている途

上のため、当社グループ全体の見通しが立ちしだい、改めて明示いたします。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、精密金型技術をコア・コンピタンスとした下記のような事業などを積極的に水平展開し、規模よ

りも従業員１人あたり利益の絶対額の向上とスピードのある、高効率・高収益体質の企業グループを目指します。

①　顧客のニーズを的確に捉え、国内外の当社グループの総力で、高品質・高付加価値・低コストを実現した成形

システム及び精密金型などの販売を積極的に展開してまいります。

②　市場のアウトソースニーズを機敏にとらえ、精密成形品事業を積極的に展開してまいります。

③　国内外を問わず、主に同業金型メーカーに対し、当社のノウハウである、「ユースウェア（利用技術）」を盛

り込んだ、精密金型部品などを加工するための高精度・長時間無人加工が可能な自動加工システムの販売を積

極的に展開してまいります。

(6）会社の対処すべき課題

　国内製造業の急激な海外移転や中国を中心としたアジアマーケットの拡大に対応すべく、当社グループといたしま

しては平成14年以降、タイ及び中国の製造子会社の稼動を開始し、金型製造技術の移転及び成形品製造体制の確立な

ど各製造子会社の安定稼動に向け積極的な企業努力を重ねてまいりました。

　今後、当社グループ各社の特性を生かし有機的な連係をさらに充実することで、顧客にとって最適な成形環境を提

供することによりユーザーニーズへの的確な対応をはかり、各製造子会社の操業度の向上による連結ベースの確実な

利益を確保するとともに、当社グループ内での精密加工技術、精密成形技術の一層の追求による他社との差別化に取

り組んでまいります。
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(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

 　①　基本的な考え方

　当社グループは、迅速な意思決定及び経営判断を目指し、必要最小限の取締役で構成しております。さらに、経営

の透明性の観点から経営監視機能の充実を重要課題としております。このような視点にたち、タイムリーディスクロー

ジャーを重視し、情報提供の即時性、公平性を図ると共に、機能的なＩＲ活動に努めてまいります。

 　②　会社経営上の意思決定、執行及び監督にかかる経営管理組織、コーポレートガバナンス体制の状況

 ・経営管理機構

 　当社は、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督及び監査を行っております。

　取締役会は、取締役５名（うち社外取締役１名）で構成され、経営の方針、法令で定められた事項及びその他

経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付け運用しております。

　監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業

務の分担などに従い、取締役会への出席や、業務、財産の状況調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行って

おります。

　会計監査の適正さを確保するため、第三者である会計監査人より適正な会計監査を受けており、監査役会及び

取締役会が、商法特例法、証券取引法に基づく会計監査の報告を受けております。

 ・業務執行体制

　国内各事業ユニット及び海外子各社にて毎月開催されることとなった経営推進会議では、各事業ユニットの責

任者または海外子会社経営者と、必要に応じ取締役、監査役及び各部門担当者の参加のもと、月次業務執行報告

と課題検討を行い、常時、業務及び執行の厳正な監視を行える体制となっております。さらに、半期に一度、国

内各事業ユニット責任者及び海外子会社経営者の参加のもと、合同のグループ経営推進会議を開催し、グループ

全体の業務及び執行につき、厳正な監視を行える体制となっております。

 ・内部統制

 　社長直轄の独立した業務監査部門である内部監査室が、年初に定める監査の方針、業務分担及びスケジュール

に基づき、各部門の業務執行状況について監査を実施し、ガバナンス機能を高めております。なお、監査役は随

時この内部監査に参加し、内部監査状況を監査することができる体制となっております。

 　　③　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　人的関係及び資本的関係などはありません。

　　 ④　会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況

　当連結会計年度において、取締役会は、月例取締役会については12回、臨時取締役会については３回開催し、

経営の基本方針及びその他重要事項を決定いたしました。監査役会は、月例監査役会については12回開催され、

監査の方針、業務分担などを決定いたしました。また、監査役と内部監査室が連携し、業務監査を実施いたしま

した。

(8)関連当事者との関係に関する基本方針 

　主要株主の有限会社アイエス興産は、当社の株式を17.52％所有している人的・資本的関係会社でありますが、当社

グループが行っている事業との密接な関係は有しておらず、今後もこの方針に変更の予定はありません。
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３．経営成績及び財政状態
経営成績

(1）当連結会計年度の概況

　当連結会計年度のわが国経済は、昨年から続く自動車産業を中心とした設備投資の増加などに支えられ踊り場局

面を脱し、雇用情勢が好転するなど回復基調にあります。

　国内製造業全般においては、このように国内景気の基調判断が改善する傾向は見られるものの、当社グループの

属する市場においては、高騰する原油価格やテロに対する不安感が漂うなど不安定な状態が続いており、依然とし

て当社グループを取り巻く経営環境は予断を許さないものがあります。

　当社グループは、このような基調変化に機敏に対応し、国内においては、生産拠点の集約化による生産性の向上

及び原価低減を進めるとともに、海外子会社への技術支援を積極的に行い、海外製造子会社の早期戦力化を進める

など、経営資源を海外事業へ重点的に投下してまいりました。

  これにより、タイ、中国における製造子会社での精密金型及び精密成形品の生産基盤の構築をほぼ完了し、日本、

東南アジア、中国での拠点間の連係体制を強化することにより、お客さまの金型製作から成形品製造までの一貫し

た、また多様化したニ－ズに即応できる体制を整えつつあります。 

　このような結果、当連結会計年度の売上高は、92億１千２百万円（前連結会計年度比1.8％減）となりました。

　損益につきましては、樹脂材料の高騰による次世代のディスクケース用精密成形品であるスーパージュエルボッ

クスの採算の悪化があったものの、その他の製造子会社の稼動率の向上による採算の好転及び円安により為替差益

が発生したことなどにより、営業利益６千万円、経常利益２億８千９百万円、当期純利益８千９百万円となりました。 

　事業の種類別セグメント別の業績は以下のとおりであります。

＜射出成形用精密金型及び成形システム事業＞

　情報関連用成形システム品目では、データバックアップディスク用及びＤＶＤケース用精密金型などの減少によ

り、当品目の売上高は７億６千７百万円（前連結会計年度比32.0%減）となりました。

　食品容器及び医療機器用成形システム品目では、食品容器用成形システムのほか、国内向け注射器用を中心とし

た成形システムなどが堅調に推移したことにより、当品目の売上高は13億２千７百万円（前連結会計年度比0.3%増）

となりました。

　光学機器用精密金型品目では、デジタルカメラなどの鏡筒部品用精密金型は好調に推移し、さらに、導光板用精

密金型の製造販売が本格化したことなどにより、当品目の売上高は９億９千４百万円（前連結会計年度比31.7%増）

となりました。

　家電商品用精密金型品目では、デジタル家電用精密金型が好調に推移したことなどにより、当品目の売上高は３

億１千６百万円（前連結会計年度比91.3%増）となりました。

　その他産業機器用精密金型品目では、国内外における自動車部品用精密金型の需要が増大したことなどで、当品

目の売上高は６億６千１百万円（前連結会計年度比138.9%増）となりました。

　このような結果、当セグメントの売上高は、40億６千６百万円（前連結会計年度比11.4%増）、営業利益は、１千

５百万円となりました。

＜精密成形品その他事業＞

　精密成形品その他セグメントは、ス－パ－ジュエルボックスの需要減少などがあり、当セグメントの売上高は、

51億４千５百万円（前連結会計年度比10.2%減）となりましたが、営業利益は、他の製品でのコストダウンを進めら

れたことなどにより、３千万円となりました。
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財政状態

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、６億４千５百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金は７億３千８百万円の収入となり、これは、主として税金等調整前当期純利益が増加してい

ることによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により支出した資金は７億４千５百万円であり、これは、主として固定資産の取得によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は４億６百万円であり、これは、主として社債償還、借入金の返済によるものであ

ります。

(2）通期の見通し（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

　国内製造業全般においては、景気の基調判断が改善する傾向は見られるものの、原油価格の高騰による原材料高

に対する懸念が残り、また為替相場についても不安定な状態が続いており、依然として当社グループを取り巻く経

営環境は引き続き、予断を許さない状況が続くと考えております。

　このような環境のもと、当社グループでは、精密成形品事業において顧客ニーズが高まる精密成形品について、

当社グループの培った精密金型技術をベースとした付加価値の高い製品を提供し、精密金型事業においては引き続

き、医療機器用の成形システム及び光学機器用や食品容器用などの精密金型について製造原価をさらに低減しなが

ら、顧客の求める製品を提供してまいります。

　このようなことから、平成18年12月期の業績は、連結売上高93億６千万円、連結経常利益９千７百万円、連結当

期純利益４千２百万円となる見通しであります。

　なお、上記に記載した通期の見通しは、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定

な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度
(平成17年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）

構成
比
（％
）

金額（千円）

構成
比
（％
）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 ※２ 1,420,478 1,084,492 △335,986

２．受取手形及び売掛金 ※３ 3,127,808 2,540,612 △587,195

３．たな卸資産 978,329 1,010,576 32,246

４．繰延税金資産 67,515 30,514 △37,000

５．その他 60,319 176,255 115,936

貸倒引当金 △11,066 △4,456 6,610

流動資産合計 5,643,383 47.1 4,837,994 43.6 △805,389

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 ※1,2 1,154,850 1,169,488 14,638

(2）機械装置及び運搬
具

※1,2 2,841,514 2,725,381 △116,132

(3）土地 ※２ 626,057 532,595 △93,461

(4）建設仮勘定 264,444 606,985 342,540

(5）その他 ※１ 591,728 456,754 △134,974

有形固定資産合計 5,478,595 45.8 5,491,204 49.5 12,609

２．無形固定資産 143,846 1.2 105,894 1.0 △37,952

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※２ 144,871 198,066 53,194

(2）長期貸付金 16,681 4,000 △12,681

(3）その他  ※２ 547,094 452,312 △94,781

貸倒引当金 △410 △309 101

投資その他の資産合
計

708,235 5.9 654,069 5.9 △54,166

固定資産合計 6,330,678 52.9 6,251,168 56.4 △79,510

資産合計 11,974,062
100.

0
11,089,162

100.
0

△884,899
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前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度
(平成17年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）

構成
比
（％
）

金額（千円）

構成
比
（％
）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形及び買掛金 2,528,069 1,865,565 △662,504

２．短期借入金 ※２ 3,133,521 3,017,048 △116,473

３．未払金  887,326 589,393 △297,933

４．未払法人税等 29,932 259,333 229,401

５．賞与引当金 45,138 27,489 △17,649

６．その他 ※２ 476,205 564,438 88,233

流動負債合計 7,100,195 59.3 6,323,269 57.0 △776,925

Ⅱ　固定負債  

１．社債 ※２ 542,000 246,000 △296,000

２．長期借入金 ※２ 2,402,287 2,477,588 75,300

３．長期未払金 548,340 366,072 △182,267

４．繰延税金負債 349,691 285,823 △63,867

５. 退職給付引当金 － 5,925 5,925

６. 役員退職慰労引当金 69,974 69,659 △315

７. その他 － 19,861 19,861

固定負債合計 3,912,293 32.7 3,470,931 31.3 △441,362

負債合計 11,012,488 92.0 9,794,200 88.3
△1,218,28

8

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※４ 924,000 7.7 924,000 8.3 －

Ⅱ　資本剰余金 918,000 7.7 918,000 8.3 －

Ⅲ　利益剰余金 △414,468
△3.

5
△325,044

△2.
9

89,423

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

10,314 0.1 12,859 0.1 2,544

Ⅴ　為替換算調整勘定 △214,434
△1.

8
26,985 0.3 241,419

Ⅵ　自己株式 ※５ △261,837
△2.

2
△261,837

△2.
4

－

資本合計 961,573 8.0 1,294,962 11.7 333,388

負債資本合計 11,974,062
100.

0
11,089,162

100.
0

△884,899
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 9,379,982 100.0 9,212,218 100.0 △167,764

Ⅱ　売上原価 8,291,572 88.4 7,930,481 86.1 △361,091

売上総利益 1,088,410 11.6 1,281,736 13.9 193,326

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 1,287,214 13.7 1,220,817 13.3 △66,396

営業利益または営業損
失(△）

△198,804 △2.1 60,919 0.6 259,723

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 3,013 3,893  

２．為替差益 － 364,180  

３．保険解約金収入 25,673 19,010  

４．保険金収入 10,459 －  

５．仕入割引 9,712 4,103  

６．持分法投資利益 4,646 －  

７．その他 12,328 65,834 0.7 20,865 412,054 4.5 346,220

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 117,334 143,871  

２．為替差損 69,261 －  

３．持分法投資損失 － 821  

４．その他 21,300 207,895 2.2 38,620 183,313 2.0 △24,582

経常利益または経常損
失(△）

△340,865 △3.6 289,660 3.1 630,525
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前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益  

１. 固定資産売却益 ※３ 4,247 4,863  

２. 匿名組合投資利益  57,409   84,131    

３. 投資有価証券売却益  18,342 80,000 0.8 － 88,995 1.0 8,995

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※４ 2,397 25,985  

２．固定資産除却損 ※５ 4,514 1,531  

３．従業員弔慰金  50,000 56,911 0.6 － 27,517 0.3 △29,394

税金等調整前当期純利
益又は税金等調整前当
期純損失（△）

△317,777 △3.4 351,138 3.8 668,915

法人税、住民税及び事
業税

35,800 290,278  

法人税等調整額 62,423 98,223 1.0 △28,563 261,714 2.8 163,491

当期純利益または純損
失(△）

△416,001 △4.4 89,423 1.0 505,424
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ　資本剰余金期首残高    

１．資本準備金期首残高 918,000 918,000 －

Ⅱ　資本剰余金期末残高 918,000 918,000 －

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ　利益剰余金期首残高    

１．連結剰余金期首残高 80,063 △414,468
△494,53

2

Ⅱ　利益剰余金増加高  

１. 当期純利益または純損
失（△）

△416,001 △416,001 89,423 89,423 505,425

Ⅲ　利益剰余金減少高  

１．配当金 63,858 － △63,858

２．新規連結に伴う減少高 13,617 － △13,617

３．持分法の新規適用によ
る減少高

1,056 78,531 － － △1,056

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △414,468 △325,044 89,423
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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16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調
整前当期純損失（△）

△317,777 351,138

減価償却費 708,228 712,784

貸倒引当金の減少額 △30,284 △6,712

役員退職慰労引当金の減少額 － △315

賞与引当金の増減額 15,967 △18,979

受取利息及び受取配当金 △5,420 △6,224

支払利息  117,334 143,871

為替差益 － △129,872

為替差損 69,261 －

固定資産除却損 4,514 1,531

固定資産売却益 △4,247 △4,863

固定資産売却損 2,397 25,985

匿名組合投資利益 △57,409 △84,131

投資有価証券売却益 △18,342 －

退職給付引当金の増加額 － 5,925

売上債権の増減額 △703,906 695,653

たな卸資産の減少額 297,767 7,263

仕入債務の増減額 282,046 △721,292

未払消費税等の増加額 88,132 25,152

その他 40,169 △47,382

小計 488,430 949,533

利息及び配当金の受取額 5,320 5,831

利息の支払額 △116,803 △145,003

法人税等の支払額 △5,684 △71,943

営業活動によるキャッシュ・フロー 371,263 738,417
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前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △3,458

定期預金の払戻による収入 310,033 －

投資有価証券の償還、売却による収入 33,874 38,847

有形固定資産の取得による支出 △1,306,482 △943,160

有形固定資産の売却による収入 8,823 140,399

無形固定資産の取得による支出 △25,817 △13,687

貸付金の回収による収入 － 5,110

その他 51,540 30,123

投資活動によるキャッシュ・フロー △928,027 △745,825

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額 1,082,778 △401,037

長期借入れによる収入 1,531,460 2,150,000

長期借入金の返済による支出 △1,437,141 △1,879,409

配当金の支払額 △63,351 △375

社債の発行による収入 200,000 －

社債の償還による支出 △451,000 △276,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 862,746 △406,822

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,348 74,785

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 283,634 △339,444

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 699,148 985,412

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増
加額

2,629 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 985,412 645,968
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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

項　　目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　連結子会社は、THAI FUJI SEIKI CO.,

LTD. 、上海不二精机有限公司、蘇州不二

設計技術有限公司、蘇州不二精机有限公司、

常州不二精机有限公司及び株式会社スー

パージュエルボックスジャパンの６社であ

ります。上記のうち、株式会社スーパー

ジュエルボックスジャパンについては重要

性が増しましたので、当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。

　非連結子会社は、FUJI SEIKI U.S.A.,

INC. であり、その総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等はいずれも小規模で

あり、かつ、全体としても連結財務諸表に

重要な影響を及ぼさないため連結の範囲か

ら除外しております。

　連結子会社は、THAI FUJI SEIKI CO.,

LTD. 、上海不二精机有限公司、蘇州不二

設計技術有限公司、蘇州不二精机有限公司、

常州不二精机有限公司及び株式会社スー

パージュエルボックスジャパンの６社であ

ります。

 

２．持分法の適用に関する事項 　持分法適用会社は、FUJI SEIKI 

U.S.A.,INC.であります。

　なお、FUJI SEIKI U.S.A.,INC.について

は重要性が増したため、当連結会計年度よ

り持分法の適用範囲に含めております。

　持分法適用会社であったFUJI SEIKI 

U.S.A.,INC.は、平成17年９月30日をもっ

て会社を清算しました。清算日までの損益

は持分法を適用しております。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　THAI FUJI SEIKI CO.,LTD. の決算日は、

平成16年９月30日であります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、決算

日現在の財務諸表を使用しておりますが、

連結決算日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整を行って

おります。

　THAI FUJI SEIKI CO.,LTD. の決算日は、

平成17年９月30日であります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、決算

日現在の財務諸表を使用しておりますが、

連結決算日までの期間に発生した重要な取

引については、連結上必要な調整を行って

おります。

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

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は総平均法によ

り算定）

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　総平均法による原価法

時価のないもの

同左

 

 

②　デリバティブ

 　　　時価法

②　たな卸資産

製品・仕掛品

　主として個別法による原価法

③　たな卸資産

製品・仕掛品

同左

原材料

　主として先入先出法による原価法

原材料

同左
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項　　目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(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

　当社は定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）は定額法を

採用しております。

　在外連結子会社は定額法を採用してお

ります。

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。なお、自

社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間(５年)に基づいて

おります。

②　無形固定資産

同左

(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るため、

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。

①　貸倒引当金

同左

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、支給見込額のうち当連結会

計年度負担額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

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計上しており

ます。

　ただし、当連結会計年度末においては、

年金資産の拠出額が退職給付費用を超過

するため、資産の部（投資その他の資産

「その他」）に前払年金費用(37,439千

円)を計上しております。

　また、数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額法により翌連

結会計年度から費用処理することとして

おります。

③　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

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計上しており

ます。

　また、数理計算上の差異は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による定額法により翌連

結会計年度から費用処理することとして

おります。

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上しております。

　なお、平成16年１月に役員退職慰労金

制度を廃止することとし、既往の期間分

については、従来の内規による額を退任

時に支払うこととしております。

④　役員退職慰労引当金

　同左
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項　　目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(4）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。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、金利スワップ取引については、特

例処理の要件を満たしている場合は特例

処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、金利スワップ取引については、特

例処理の要件を満たしている場合は特例

処理を採用しております。また、為替予

約取引については振当処理の要件を満た

している場合は、振当処理を採用してお

ります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段は金利スワップ取引、　

ヘッジ対象は借入金の支払利息でありま

す。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段は金利スワップ取引及び為

替予約取引、ヘッジ対象は借入金の支払

利息及び外貨建輸出入取引であります。

③　ヘッジ方針

　社内規程に基づき、将来の支払利息に

係る金利変動リスクを回避する目的で

行っております。

③　ヘッジ方針

　社内規程に基づき、将来の支払利息に

係る金利変動リスクを回避する目的で金

利スワップ取引を行っております。また、

輸出入取引に係る為替リスクをヘッジす

る目的で、為替予約取引を行っておりま

す。　

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ特例処理の要件及び　

ヘッジ対象とヘッジ手段それぞれの相場

またはキャッシュ・フロー変動の累計の

比較により有効性を評価しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップ特例処理の要件及び　

ヘッジ対象とヘッジ手段それぞれの相場

またはキャッシュ・フロー変動の累計の

比較により有効性を評価しております。

なお、為替予約取引については、ヘッジ

手段とヘッジ対象の重要な条件が一致し

ているため、有効性の評価を省略してお

ります。

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①　繰延資産の処理方法

社債発行費

①　         ──────

 　　

支出時に全額費用処理をしております。  

②　消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

②　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につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は発生しておりません。 同左
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項　　目
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引出し可能な預金及び容易に換金可能

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取得日から３ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資であります。

同左
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自　平成16年１月１日
 至　平成16年12月31日） 

当連結会計年度 
（自　平成17年１月１日
 至　平成17年12月31日） 

(連結損益計算書)

　前連結会計年度において営業外収益の「その他」 　

に含めて表示しておりました「仕入割引」は、営業　外

収益の100分の10を超えたため、当連結会計年度　　よ

り区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度末の営業外費用の「その他」

に含まれる「仕入割引」は5,724千円であります。

 

──────

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

  当中間連結会計期間に係る法人税等調整額の計算にお

いては、固定資産圧縮特別勘定積立金に対応する圧縮対

象資産の一部について取得見込みがないと判断し、当連

結会計年度の利益処分において固定資産圧縮特別勘定積

立金の目的外取崩し204,000千円を実施することを前提

に計算しました。

　しかし、当下期において、翌期以降の設備投資の計画

に変更が生じたことにより、圧縮対象資産取得の見込み

が生じたため、最終的に当連結会計年度の利益処分では

固定資産圧縮特別勘定積立金の目的外取崩しは行わず、

目的取崩し61,705千円のみを実施しました。

　なお、当中間連結会計期間において固定資産圧縮特別

勘定積立金の目的外取崩しを行わないことを前提として

法人税等調整額を計算すれば、法人税、住民税及び事業

税は102,539千円減少、法人税等調整額は174,179千円増

加し、結果として連結中間純利益は71,640千円少なく計

上されます。

  平成16年４月１日以後に開始する事業年度より法人事

業税の外形標準課税制度が導入されたことを受けて、当

連結会計年度から実務対応報告第12号「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（企業会計基準委員会平成16年２月13

日）に基づき、法人事業税の外形標準課税部分10,900千

円を「販売費及び一般管理費」に計上しております。

これにより、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純

利益、並びに当期純利益がそれぞれ同額減少しておりま

す。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度
(平成17年12月31日)

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

2,271,145千円 2,935,365千円

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりであります。 担保に供している資産は次のとおりであります。

現金及び預金 225,017千円

建物 335,699

機械装置 432,204

土地 543,287

投資有価証券 10,052

計 1,546,260

現金及び預金 225,035千円

建物 750,127

機械装置 379,558

土地 447,035

投資有価証券 10,555

投資その他の資産（その他） 300,000

計 2,112,310

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。

社債

（１年以内償還予定分を含

む）

100,000千円

長期借入金 2,678,238

（１年以内返済予定分含む）

短期借入金 415,200

計 3,193,438

社債

（１年以内償還予定分を含

む）

100,000千円

長期借入金 3,043,356

（１年以内返済予定分含む）

短期借入金 562,521

計 3,705,877

※３．連結会計年度末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当連結会計

年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末

日満期手形が期末残高に含まれております。

※３．連結会計年度末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当連結会計

年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末

日満期手形が期末残高に含まれております。

受取手形 29,970千円 受取手形 35,222千円

※４. 株式の状況

       当社の発行済株式総数　　普通株式  6,930,000株

※４. 株式の状況

       当社の発行済株式総数　  普通株式  6,930,000株

※５. 自己株式

       当社が保有する自己株式の数は、普通株式544,200

       株であります。

※５. 自己株式

       当社が保有する自己株式の数は、普通株式544,200　　

　　　 株であります。       

- 19 -



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 135,356千円

給料 408,232

賞与引当金繰入額 9,417

役員報酬 105,001千円

給料 394,120

賞与引当金繰入額 6,975

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は7,175千円であ

ります。

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は4,953千円であ

ります。

※３. 固定資産売却益の主な内容は、機械装置(4,247千

円)であります。

※３. 固定資産売却益の主な内容は、機械装置(4,863 千

円)であります。

※４. 固定資産売却損の主な内容は、機械装置(1,498千

円)であります。

※４. 固定資産売却損の主な内容は、土地(21,716千円)、

工具器具及び備品（4,250千円）であります。

※５．固定資産除却損の主な内容は、工具器具及び備品

(4,057千円)であります。

※５．固定資産除却損の主な内容は、機械及び装置(325千

円)、工具器具及び備品（1,061千円）、ソフトウェ

ア（144千円）であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日

至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,420,478千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △435,065

現金及び現金同等物 985,412

現金及び預金勘定 1,084,492千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △438,523

現金及び現金同等物 645,968
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①　リース取引

  

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日

至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12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
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

492,586 327,374 165,211

有形固定資産
その他

10,864 7,423 3,440

無形固定資産 43,663 29,836 13,826

合計 547,113 364,635 182,478

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

機械装置及び
運搬具

435,015 352,511 82,503

有形固定資産
その他

37,664 13,319 24,345

無形固定資産 43,663 38,569 5,094

合計 516,342 404,399 111,942

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 95,780千円

１年超 91,808

合計 187,588

１年内 82,844千円

１年超 32,216

合計 115,060

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 123,302千円

減価償却費相当額 117,267

支払利息相当額 4,718

支払リース料 102,315千円

減価償却費相当額 97,335

支払利息相当額 2,987

(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

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

 

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17年12月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 8,192 26,520 18,327 27,829 49,261 21,432

(2）債券 － － － － － －

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 8,192 26,520 18,327 27,829 49,261 21,432

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 19,486 18,350 △1,136 － － －

(2）債券 － － － － － －

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 19,486 18,350 △1,136 － － －

合計 27,679 44,870 17,190 27,829 49,261 21,432

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　 　前連結会計年度（自　平成16年１月１日　至　平成16年12月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

33,874 18,342 －

　 　当連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日）

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

－ － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
前連結会計年度（平成16年12月31日） 当連結会計年度（平成17年12月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 100,001 100,001

匿名組合出資金 － 48,803
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③　デリバティブ取引

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

Ⅰ　取引の状況に関する事項 Ⅰ　取引の状況に関する事項

１．取引の内容

　当社グループの利用しているデリバティブ取引は、

金利スワップ取引であります。

１．取引の内容

　当社グループの利用しているデリバティブ取引は、

金利スワップ取引、為替予約取引及び通貨オプション

取引であります。

２．取引に対する取組方針及び利用目的

　当社グループのデリバティブ取引は、金融負債に関

する将来の金利変動リスクを回避・管理することを目

的として行っており、投機目的では行わない方針であ

ります。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

２．取引に対する取組方針及び利用目的

　当社グループのデリバティブ取引は、金融負債に関

する将来の金利変動リスク及び輸出入取引に関する為

替変動リスクを回避・管理することを目的として行っ

ており、投機目的では行わない方針であります。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金

利スワップ取引については、特例処理の要件を満

たしている場合は特例処理を採用しております。

また、為替予約取引については振当処理の要件を

満たしている場合は、振当処理を採用しておりま

す。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ、為替予約

ヘッジ対象・・・借入金

ヘッジ方針

金利リスクの低減の低減並びに金融収支改善のた

め、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

ヘッジ方針

金利変動リスク及び為替変動リスクの低減のため、

対象債権及び債務の範囲内でヘッジを行っており

ます。

ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断して

おります。

ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間にお

いて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断して

おります。なお、為替予約取引については、ヘッ

ジ手段とヘッジ対象の重要な条件が一致している

ため、有効性の評価を省略しております。

３．取引に係るリスクの内容

　当社グループの行っている金利スワップ取引は、市

場金利の変動によるリスクを有しております。なお、

当社グループの金利スワップ取引の契約先は、信用度

の高い国内の金融機関であるため、相手方の契約不履

行による信用リスクは殆どないと認識しております。

３．取引に係るリスクの内容

　当社グループの行っている金利スワップ取引は、市

場金利の変動によるリスクを有しております。なお、

当社グループの金利スワップ取引、為替予約取引及び

通貨オプション取引の契約先は、信用度の高い国内の

金融機関であるため、相手方の契約不履行による信用

リスクは殆どないと認識しております。
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前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

４．取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引のリスク管理責任は取引を利用す

る各社に帰属しております。

　当社においては、管理本部長が社長の承認を得て

行っております。また、常務会に対して、定期的な運

用状況の報告がなされております。

４．取引に係るリスク管理体制

同左

５．取引の時価等に関する事項についての補足説明

　「取引の時価等に関する事項」における想定元本額

は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場・信

用リスク量を示すものではありません。

５．取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左

Ⅱ　取引の時価等に関する事項

　当連結会計年度に係るデリバティブ取引については、

すべてヘッジ会計の対象にしておりますので注記の対

象から除いております。

Ⅱ　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

（市場取引以外の取引）

買建コール
（千円）

売建プット
（千円）

合計
（千円）

契約額等
283,368
(9,200)

283,368
(13,600)

－
 

契約額等の
うち１年超

188,912
(5,760)

188,912
(11,600)

－
 

時価 11,662 11,498 －

評価損益 2,462 2,101 4,563

 （注）１.時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格に基づき算

定しております。

２.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

は、記載対象から除いております。

３.契約額等の（　）内の金額はオプション料を記

載しておりますが、当該通貨オプション取引は、

いわゆるゼロコストオプション取引であり、オ

プション料の授受はありません。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、昭和41年８月に確定給付型の制度として、適格退職年金制度を採用し、平成９年８月には、同制度

に全面移行いたしました。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度
(平成17年12月31日)

(1）退職給付債務 560,419千円

(2）年金資産 △579,990

(3）未認識数理計算上の差異 △17,868

(4）前払年金費用 △37,439

(1）退職給付債務 581,387千円

(2）年金資産 △608,420

(3）未認識数理計算上の差異 32,958

(4）退職給付引当金 5,925

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日

至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

(1）勤務費用 35,188千円

(2）利息費用 10,915

(3）期待運用収益（減算） △5,913

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 3,772

(5）退職給付費用 43,962

(1）勤務費用 34,744千円

(2）利息費用 11,208

(3）期待運用収益（減算） △5,799

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 3,211

(5）退職給付費用 43,364

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
(平成16年12月31日)

当連結会計年度
(平成17年12月31日)

(1）割引率 2.0％

(2）期待運用収益率 1.0％

(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（定

額法により、発生時の翌連結会計

年度より費用処理いたします）

10年

(5）会計基準変更時差異の処理年数 １年

(1）割引率 2.0％

(2）期待運用収益率 1.0％

(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（定

額法により、発生時の翌連結会計

年度より費用処理いたします）

10年

(5）会計基準変更時差異の処理年数 1年
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⑤　税効果会計

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

前連結会計年度
平成16年12月31日現在

当連結会計年度
平成17年12月31日現在

（千円） （千円）

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 12,353 8,388

製品評価損 4,551 393

繰越欠損金 49,643 －

未払事業税 － 20,640

その他 3,616 2,296

繰延税金資産（流動）の合計 70,164 31,717

　　　　　　　　繰延税金資産 (流動) の純額 67,515 30,514

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 － 971

役員退職慰労引当金 27,989 27,863

投資有価証券評価損否認 2,281 2,281

その他 809 3,182

繰延税金資産（固定）の合計 31,080 34,299

繰延税金負債（流動）

貸倒引当金 2,649 1,203

繰延税金負債（流動）の合計 2,649 1,203

繰延税金負債（固定）

買換資産圧縮積立金 31,672 29,803

固定資産圧縮積立金 309,049 271,709

特別償却準備金 10,582 7,824

退職給付費用 20,569 －

その他 8,898 10,785

繰延税金負債（固定）の合計 380,771 320,123

繰延税金負債（固定）の純額 349,691 285,823

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

前連結会計年度
平成16年12月31日現在

当連結会計年度
平成17年12月31日現在

（％） （％）

法定実効税率 － 40.0

（調整）

海外子会社損失額の税効果不適用 － 20.0

留保金課税 － 11.7

交際費等永久に損金に参入されない

項目
－ 4.3

その他 － △1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 － 74.5

 
※当期純損失のため記載してお　

　りません。 
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

射出成形用精密
金型及び成形シ
ステム事業

精密成形品そ
の他事業

計 消去又は全社 連結

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

（千円）
3,650,484 5,729,498 9,379,982 － 9,379,982

(2）セグメント間の内部売上高

（千円）
1,034,259 4,045 1,038,305 △1,038,305 －

計（千円） 4,684,744 5,733,543 10,418,287 △1,038,305 9,379,982

営業費用（千円） 4,709,337 5,714,759 10,424,097 △845,310 9,578,786

営業損益（千円） △24,593 18,783 △5,809 △192,994 △198,804

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産（千円） 6,828,620 5,195,511 12,024,132 △50,069 11,974,062

減価償却費（千円） 271,454 450,774 722,229 △14,000 708,228

資本的支出（千円） 87,912 1,760,246 1,848,159 △227,474 1,620,684

　（注）１．事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

射出成形用精密金型及び成形システム事業 射出成形用精密金型、射出成形機・組立機他成形システム

精密成形品その他事業 精密成形品、金型自動加工システム

３．営業費用は、すべて各セグメントへ配賦しております。

４．資産のうち消去又は全社に含めた資産は、1,785,855千円であります。

その主なものは、親会社での余資運用（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等

であります。
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当連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

射出成形用精密
金型及び成形シ
ステム事業

精密成形品そ
の他事業

計 消去又は全社 連結

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

（千円）
4,066,912 5,145,305 9,212,218 － 9,212,218

(2）セグメント間の内部売上高

（千円）
178,388 14,025 192,413 △192,413 －

計（千円） 4,245,301 5,159,330 9,404,631 △192,413 9,212,218

営業費用（千円） 4,229,677 5,128,497 9,358,175 △206,876 9,151,299

営業損益（千円） 15,623 30,832 46,456 14,462 60,919

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産（千円） 4,906,340 5,816,379 10,722,719 366,443 11,089,162

減価償却費（千円） 254,305 491,935 746,241 △33,456 712,784

資本的支出（千円） 42,507 162,116 204,624 △12,135 192,489

　（注）１．事業区分は、製品の種類・性質の類似性をもとに区分しております。

２．各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

射出成形用精密金型及び成形システム事業 射出成形用精密金型、射出成形機・組立機他成形システム

精密成形品その他事業 精密成形品、金型自動加工システム

３．営業費用は、すべて各セグメントへ配賦しております。

４．資産のうち消去又は全社に含めた資産は、1,705,278千円であります。

その主なものは、親会社での余資運用（現金）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等

であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

日本 アジア 計 消去又は全社 連結

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

（千円）
8,490,913 889,068 9,379,982 － 9,379,982

(2）セグメント間の内部売上高

（千円）
1,096,344 2,347,592 3,443,936 △3,443,936 －

計（千円） 9,587,257 3,236,661 12,823,918 △3,443,936 9,379,982

営業費用（千円） 9,233,904 3,613,817 12,847,721 △3,268,934 9,578,786

営業損益（千円） 353,353 △377,156 △23,802 △175,001 △198,804

Ⅱ　資産 7,407,772 5,974,491 13,382,264 △1,408,201 11,974,062

　（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. 日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　　アジア・・・中国、タイ

３. 資産のうち「消去又は全社」に含めた金額は1,785,855千円であります。また、主な内容は「事業の種類別セ

グメント情報」の「注４.」と同一であります。

　当連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

日本 アジア 計 消去又は全社 連結

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

（千円）
7,607,224 1,604,993 9,212,218 － 9,212,218

(2）セグメント間の内部売上高

（千円）
104,493 872,835 977,328 △977,328 －

計（千円） 7,711,717 2,477,828 10,189,546 △977,328 9,212,218

営業費用（千円） 7,448,515 2,715,292 10,163,807 △1,012,508 9,151,299

営業損益（千円） 263,202 △237,464 25,738 35,180 60,919

Ⅱ　資産 6,915,092 5,597,374 12,512,467 △1,423,304 11,089,162

　（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. 日本以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　　アジア・・・中国、タイ

３. 資産のうち「消去又は全社」に含めた金額は1,705,278千円であります。また、主な内容は「事業の種類別セ

グメント情報」の「注４.」と同一であります。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

アジア ヨーロッパ 中南北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,286,515 2,322,524 255,250 3,864,290

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 9,379,982

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
13.7 24.8 2.7 41.2

　（注）１．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は、以下のとおりであります。

(1）アジア　　　インド、中国、台湾、香港

(2）ヨーロッパ　オランダ、フィンランド

(3）中南北米　　米国、メキシコ

３．当連結会計年度より、セグメント情報の有用性を高めるため、前連結会計年度は「その他」に含めておりま

した「中南米」を「北米」に含めて「中南北米」とし、「その他」に含めておりました「ヨーロッパ」を独

立表示することとしました。なお、当連結会計年度と同様の区分によった場合、前連結会計年度における「中

南北米」の売上高は346,672千円、「アジア」の売上高は1,579,539千円、「ヨーロッパ」の売上高は445,101

千円であります。

当連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

アジア ヨーロッパ 中南北米 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,785,429 612,835 68,729 2,466,995

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 9,212,218

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
19.4 6.7 0.7 26.8

　（注）１．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は、以下のとおりであります。

(1）アジア　　　中国、香港、タイ

(2）ヨーロッパ　オランダ、ドイツ

(3）中南北米　　米国、カナタ

 

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年１月１日　至平成16年12月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成17年１月１日　至平成17年12月31日）

　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16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり純資産額 150円58銭

１株当たり当期純利益  △65円14銭

１株当たり純資産額 202円78銭

１株当たり当期純利益    14円00銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり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。

　なお、潜在株式調整後１株当たり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。

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

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） △416,001 89,423

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） △416,001 89,423

期中平均株式数（株） 6,385,800 6,385,800

（重要な後発事象）

 　　　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

射出成形用精密金型及び成形システム

事業
3,354,233 4,058,573

精密成形品その他事業 5,771,418 5,138,839

合計 9,125,651 9,197,413

　（注）　金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高

射出成形用精密金型及び成形システム

事業
3,526,979 979,454 4,383,853 1,296,394

精密成形品その他事業 5,812,561 125,703 5,146,236 126,634

合計 9,339,540 1,105,157 9,530,089 1,423,029

　（注）１．金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．数量については、同一品目の中でも種類が多く、かつ仕様も多岐にわたるため記載を省略しております。

(3）販売実績

 （単位：千円）

事業の種類別セグメントの名称
前連結会計年度

（自　平成16年１月１日
至　平成16年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

射出成形用精密金型及び成形システム

事業
3,650,484 4,066,912

精密成形品その他事業 5,729,498 5,145,305

合計 9,379,982 9,212,218

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．数量については、同一品目の中でも種類が多く、かつ仕様も多岐にわたるため記載を省略しております。
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