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１. 平成18年12月期の連結業績(平成18年１月１日～平成18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 ％

18年12月期 9,377 (    1.8) △160 (　－　) △135 (　－　)

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

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 △514 ( － ) △80 63 － － △49.0 △1.3 △1.4

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

（注）①持分法投資損益          18年12月期 -百万円 17年12月期 △0百万円

　　　②期中平均株式数（連結） 18年12月期 6,385,800株 17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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年12月期 9,375 808 8.6 126 54

17年12月期 11,089 1,294 11.7 202 79

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月期 6,385,800株 17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

18年12月期 203 △461 135 526

17年12月期 738 △745 △406 645

(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 －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19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19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 4,415 △161 △127

通　期 9,609 26 90

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　14円 9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　市場のアウトソースニーズを機敏にとらえ、当社の精密金型技術を最大限に生かすことのできる製品分野を開

拓し精密成形品事業を積極的に展開してまいります。

②　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。 

(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、タイ及び中国の製造子会社に対して金型製造技術の移転及び成形品製造体制の確立支援を実施するなど、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７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、会社法、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会社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４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）親会社等に関する事項 

　該当事項はありません。

(9）内部管理体制の整備・運用状況

　別途開示しております「コ－ポレートガバナンスに関する報告書」に記載のとおりであります。
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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

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や堅調な設備投資などに支えられ、緩やかな景気拡大が

続いております。

　このように国内景気の拡大が続いているものの、原油価格の高騰に伴う樹脂材料価格の高止まりやゼロ金利解除

による金利上昇傾向など、依然として当社グループを取り巻く環境は予断を許さないものがあります。 

　当社グループは、海外子会社への技術支援を積極的に行い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。その結果、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が、樹脂価格の高止ま

りの影響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受注の減少及び一部の主

要顧客の事業転換による受注の大幅な減少が発生しました。

　このような結果、当連結会計年度の売上高は、上記の受注減があったものの新規顧客の開拓に注力したことなど

により93億７千７百万円（前連結会計年度比1.8％増）となりました。

　損益につきましては、スーパージュエルボックスなどのディスクケース事業の採算の悪化や精密金型事業の受注

内容の変化による原価率の上昇があり、営業損失１億６千万円、円安により為替差益が発生したことなどにより、

経常損失１億３千５百万円、蘇州不二精机有限公司において、スーパージュエルボックス製造用設備について将来

キャッシュフローによる回収が困難であると判断される金額について減損損失を特別損失に計上したことなどによ

り、当期純損失５億１千４百万円となりました。 

　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、ＤＶＤケース用精密金型及びＭＤシェル用

金型の更新需要の減少などにより、当品目の売上高は４億６千１百万円（前連結会計年度比39.8%減）になりまし

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ましたが、当品目の売上高は12億６千９百万円（前連結会計年度比4.4%減）と

なりました。

　光学機器用精密金型品目では、特にカメラ鏡筒関係金型で、一部大口顧客の事業譲渡等の影響があり、当品目の

売上高は８億１千万円（前連結会計年度比18.5%減）となりました。

　家電商品用精密金型品目では、プリンタ－用精密部品金型が一部減少したことなどにより、当品目の売上高は２

億８千３百万円（前連結会計年度比10.4%減）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８億７千１百万円（前連結会計年度比31.8%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、36億９千７百万円（前連結会計年度比9.1%減）、営業損失は、５千

９百万円となりました。

＜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ったものの、当セグメントの売

上高は、56億７千９百万円（前連結会計年度比10.4%増）となりましたが、原油の高騰による原材料費の増大などに

より、営業損失は、１億２千７百万円となりました。
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財政状態

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、５億２千６百万円となりまし

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２億３百万円の収入となり、これは、主として売上債権及び棚卸資産の減少によるもので

あります。

（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４億６千１百万円であり、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）

　財務活動の結果増加した資金は１億３千５百万円であり、主として、借入金の増加によるものであります。

(2）通期の見通し（平成19年１月１日～平成19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19年12月期の業績は、連結売上高96億９百万円、連結経常利益２千６百万円、連結当

期純利益９千万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17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18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 1,084,492 1,067,123 △17,368

２．受取手形及び売掛金 ※３ 2,540,612 1,955,487 △585,125

３．たな卸資産 1,010,576 873,691 △136,885

４．繰延税金資産 30,514 8,313 △22,201

５．その他 176,255 313,705 137,450

貸倒引当金 △4,456 △2,344 2,111

流動資産合計 4,837,994 43.6 4,215,976 45.0 △622,018

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物及び構築物 ※1,2 1,169,488 1,092,897 △76,590

(2) 機械装置及び運搬具 ※1,2 2,725,381 2,442,495 △282,886

(3) 土地 ※２ 532,595 544,375 11,780

(4) 建設仮勘定 606,985 118,702 △488,282

(5) その他 ※1,2 456,754 258,302 △198,451

有形固定資産合計 5,491,204 49.5 4,456,773 47.5 △1,034,431

２．無形固定資産 105,894 1.0 74,848 0.8 △31,045

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※２ 198,066 172,527 △25,538

(2) 長期貸付金 4,000 4,000 －

(3) その他  ※２ 452,312 451,402 △910

貸倒引当金 △309 △146 163

投資その他の資産合計 654,069 5.9 627,782 6.7 △26,286

固定資産合計 6,251,168 56.4 5,159,405 55.0 △1,091,762

資産合計 11,089,162 100.0 9,375,381 100.0 △1,713,780
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前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18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 1,865,565 1,384,690 △480,875

２．短期借入金 ※2,6 3,017,048 3,676,291 659,243

３．未払金  589,393 393,127 △196,265

４．未払法人税等 259,333 2,261 △257,072

５．賞与引当金 27,489 40,632 13,143

６．その他 ※２ 564,438 356,213 △208,225

流動負債合計 6,323,269 57.0 5,853,217 62.4 △470,052

Ⅱ　固定負債

１．社債 ※２ 246,000 349,900 103,900

２．長期借入金 ※2,6 2,477,588 1,942,656 △534,931

３．長期未払金 366,072 213,079 △152,993

４．繰延税金負債 285,823 98,794 △187,029

５. 退職給付引当金 5,925 35,387 29,461

６. 役員退職慰労引当金 69,659 69,659 －

７. その他 19,861 4,608 △15,253

固定負債合計 3,470,931 31.3 2,714,085 29.0 △756,845

負債合計 9,794,200 88.3 8,567,302 91.4 △1,226,898

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※４ 924,000 8.3 －  －

Ⅱ　資本剰余金 918,000 8.3 －  －

Ⅲ　利益剰余金 △325,044 △2.9 －  －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

12,859 0.1 －  －

Ⅴ　為替換算調整勘定 26,985 0.3 －  －

Ⅵ　自己株式 ※５ △261,837 △2.4 －  －

資本合計 1,294,962 11.7 －  －

負債資本合計 11,089,162 100.0 －  －

- 8 -



前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18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）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 ※４ － －  924,000 9.9 －

２．資本剰余金  － －  918,000 9.8 －

３．利益剰余金  － －  △839,924 △9.0 －

４．自己株式 ※５ － －  △261,837 △2.8 －

　　株主資本合計  － －  740,237 7.9 －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

 － －  15,515 0.2 －

２．為替換算調整勘定  － －  52,326 0.5 －

評価・換算差額等合計  － －  67,841 0.7 －

純資産合計  － －  808,079 8.6 －

負債純資産合計  － －  9,375,381 100.0 －

- 9 -



(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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 9,212,218 100.0 9,377,014 100.0 164,795

Ⅱ　売上原価 7,930,481 86.1 8,287,368 88.4 356,887

売上総利益 1,281,736 13.9 1,089,645 11.6 △192,091

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 1,220,817 13.3 1,249,901 13.3 29,083

営業利益又は営業損失
(△）

60,919 0.6 △160,255 △1.7 △221,174

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 3,893 3,662  

２．為替差益 364,180 171,195  

３．保険解約金収入 19,010 6,206  

４．仕入割引 4,103 3,761  

５．その他 20,865 412,054 4.5 11,420 196,246 2.1 △215,808

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 143,871 142,695  

２．持分法投資損失 821 －  

３．その他 38,620 183,313 2.0 28,635 171,330 1.8 △11,982

経常利益又は経常損失
(△）

289,660 3.1 △135,340 △1.4 △425,000

Ⅵ　特別利益  

１. 固定資産売却益 ※３ 4,863 481  

２. 匿名組合投資利益  84,131   100,495    

３. 投資有価証券売却益  － 88,995 1.0 9,650 110,626 1.1 21,630

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※４ 25,985 741  

２．固定資産除却損 ※５ 1,531 863  

３．減損損失 ※６ － 27,517 0.3 647,847 649,452 6.9 621,934

税金等調整前当期純利
益又は純損失（△）

351,138 3.8 △674,165 △7.2 △1,025,304

法人税、住民税及び事
業税

290,278 7,313  

法人税等調整額 △28,563 261,714 2.8 △166,599 △159,285 △1.7 △421,000

当期純利益又は純損失
(△）

89,423 1.0 △514,880 △5.5 △604,303
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（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）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 918,000

Ⅱ　資本剰余金期末残高 918,000

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △414,468

Ⅱ　利益剰余金増加高

１. 当期純利益 89,423 89,423

Ⅲ　利益剰余金減少高  －

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △325,044

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日　残高（千円） 924,000 918,000 △325,044 △261,837 1,255,117

連結会計年度中の変動額

当期純利益   △514,880  △514,880

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

  △514,880  △514,880

平成18年12月31日　残高（千円） 924,000 918,000 △839,924 △261,837 740,237

評価・換算差額等
純資産合計

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17年12月31日　残高（千円） 12,859 26,985 39,844 1,294,962

連結会計年度中の変動額

当期純利益    △514,880

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

2,656 25,340 27,997 27,997

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

2,656 25,340 27,997 △486,883

平成18年12月31日　残高（千円） 15,515 52,326 67,841 808,079
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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17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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純損失（△） 351,138 △674,165

減価償却費 712,784 672,570

貸倒引当金の減少額 △6,712 △2,274

役員退職慰労引当金の減少額 △315 －

賞与引当金の増減額 △18,979 12,274

受取利息及び受取配当金 △6,224 △7,183

支払利息  143,871 142,695

為替差益 △129,872 △122,565

減損損失 － 647,847

固定資産除却損 1,531 863

固定資産売却益 △4,863 △481

固定資産売却損 25,985 741

匿名組合投資利益 △84,131 △100,495

投資有価証券売却益 － △9,650

退職給付引当金の増加額 5,925 29,461

売上債権の減少額 695,653 624,824

たな卸資産の減少額 7,263 123,955

仕入債務の減少額 △721,292 △448,124

未払消費税等の増減額 25,152 △55,597

その他 △47,382 △107,380

小計 949,533 727,316

利息及び配当金の受取額 5,831 7,330

利息の支払額 △145,003 △143,536

法人税等の支払額 △71,943 △387,508

営業活動によるキャッシュ・フロー 738,417 203,601
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前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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 △104,308

定期預金の払戻による収入 － 3,201

投資有価証券の償還、売却による収入 38,847 97,739

有形固定資産の取得による支出 △943,160 △729,431

有形固定資産の売却による収入 140,399 267,281

無形固定資産の取得による支出 △13,687 △8,739

貸付金の回収による収入 5,110 －

その他 30,123 12,312

投資活動によるキャッシュ・フロー △745,825 △461,944

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 △401,037 567,611

長期借入れによる収入 2,150,000 1,405,000

長期借入金の返済による支出 △1,879,409 △1,874,659

配当金の支払額 △375 △79

社債の発行による収入 － 400,000

社債の償還による支出 △276,000 △362,700

財務活動によるキャッシュ・フロー △406,822 135,171

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 74,785 4,103

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △339,444 △119,067

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 985,412 645,968

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 645,968 526,900
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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17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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。

同左

２．持分法の適用に関する事項 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。

　THAI FUJI SEIKI CO.,LTD. の決算日は、

平成18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

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は総平

均法により算定）

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　デリバティブ

同左

③　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

- 14 -



項　　目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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。

　主な耐用年数は次のとおりでありま

す。

建物及び構築物　　　　10～38年

機械装置　　　　　　　８～10年

工具器具備品　　　　  ２～５年

  なお,取得価額10万円以上20万円未満

の少額減価償却資産については、3年間

均等償却によっております。

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。

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

同左

 

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17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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。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。

①　ヘッジ会計の方法

同左

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。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

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。　

③　ヘッジ方針

同左

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。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項

①　         ──────

 　　

①　繰延資産の処理方法   

社債発行費 　　

　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．のれん又は負ののれん（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。 のれん又は負ののれんは発生しており

ません。

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。

　　         ──────
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項　　目
前連結会計年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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

会計処理の変更

前連結会計年度

（自　平成17年１月１日   

 至　平成17年12月31日）

当連結会計年度

（自　平成18年１月１日   

 至　平成18年12月31日）

───── （固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年8月9日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第6号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。

　これにより、税金等調整前当期純損失が30,011千円増

加しております。

　セグメントに対する影響は、セグメント情報に掲載し

ております。なお、減損損失累計額については当該各資

産の金額から直接控除しております。

───── （連結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」（企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　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

計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は、

808,079千円です。

　

表示方法の変更

該当事項ありません。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18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

2,935,365千円 3,442,329千円

※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 225,035千円

建物 750,127

機械装置 379,558

土地 447,035

投資その他の資産(その他) 300,000

投資有価証券 10,555

計 2,112,310

現金及び預金 155,048千円

建物 722,325

機械装置 910,956

土地 447,035

有形固定資産（その他） 12,225

投資その他の資産(その他) 300,000

投資有価証券 15,120

計 2,562,710

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 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

短期借入金

 

706,254千円

長期借入金 2,804,552

（１年以内返済予定分含む）

計 3,510,806

※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 35,222千円 受取手形 9,224千円

※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。       

※６. 財務制限条項等の付保

 　　長期借入金(1年以内返済分を含む）のうち270,000千

円については,財務制限条項等が付されており、特定

の条項に抵触した場合,該当する借入金を一括して返

済することになっております。

※６. 財務制限条項等の付保

 　　長期借入金(1年以内返済分を含む）のうち230,000千

円については,財務制限条項等が付されており、特定

の条項に抵触した場合,該当する借入金を一括して返

済することになっております。
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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 105,001千円

給料 394,120

賞与引当金繰入額 6,975

役員報酬 142,365千円

給料 337,113

賞与引当金繰入額 11,367

※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。

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は20,962千円であ

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。

※３. 固定資産売却益の主な内容は、運搬具(459千円)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。

※４. 固定資産売却損の主な内容は、機械装置(389千円)

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。

※５．固定資産除却損の主な内容は、工具器具及び備品

(389千円)、ソフトウェア(435千円)であります。

※６． 　　　　　　 ────── ※６．減損損失

当社グループは以下の資産について減損損失を計

上しました。

用途

(不二精機)

遊休資産

(蘇州不二精机)

スーパージュエ

ルボックス製造

用専用設備等

(常州不二精机)

遊休資産

種類
建設

仮勘定他
機械装置他 機械装置

場所
タイ王国

アユタヤ県

中華人民共和国

蘇州市

中華人民共和国

常州市

金額 30,011千円 598,972千円 18,863千円

 当社グループは、事業用資産のうち専用設備につ

いては製品群ごと、汎用設備については事業のセグ

メントごとにグルーピングを行い、遊休資産につい

ては個別物件ごとにグルーピングを行っております。

 当連結会計年度において、将来の用途が定まって

いない不二精機の遊休資産について、当該資産の回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に30,011千円計上しました。回収可能価

額は、正味売却価額であり、同業種における見積売

却可能価額によっております。なお、中国子会社に

おける減損損失617,836千円は、現地の会計基準に

基づいて計上しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式 6,930 － － 6,930

合計 6,930 － － 6,930

自己株式

普通株式 544 － － 544

合計 544 － － 544

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　　該当事項ありません。

３．配当に関する事項

　　該当事項ありません。

（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17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12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記

載されている科目の金額との関係

※１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17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在）

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

現金及び預金勘定 1,067,123千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △540,222

現金及び現金同等物 526,900
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①　リース取引

EDINETによる開示をおこなうため、記載を省略しております。

②　有価証券

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17年12月31日） 当連結会計年度（平成18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 27,829 49,261 21,432 11,650 37,510 25,859

(2）債券 － － － － － －

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 27,829 49,261 21,432 11,650 37,510 25,859

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 － － － － － －

(2）債券 － － － － － －

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 27,829 49,261 21,432 11,650 37,510 25,859

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）

－ － －

　 　当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18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）

25,830 9,650 －

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17年12月31日） 当連結会計年度（平成18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 35,016

③　デリバティブ取引

EDINETによる開示をおこなうため、記載を省略しております。
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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17年12月31日)

当連結会計年度
(平成18年12月31日)

(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

(1）退職給付債務 541,992千円

(2）年金資産 △565,055

(3）未認識数理計算上の差異 58,449

(4）退職給付引当金 35,387

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

(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

(1）勤務費用 34,505千円

(2）利息費用 11,627

(3）期待運用収益（減算） △6,084

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 △1,549

(5）退職給付費用 38,498

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17年12月31日)

当連結会計年度
(平成18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

⑤　ストック・オプション等

該当事項ありません。 
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⑥　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17年12月31日現在

当連結会計年度
平成18年12月31日現在

（千円） （千円）

繰延税金資産（流動）

賞与引当金 8,388 13,498

製品評価損 393 1,099

未払事業税 20,640 －

その他 2,296 2,624

繰延税金資産（流動）の合計 31,717 17,222

   

繰延税金負債（流動）   

未収事業税 － 7,901

貸倒引当金 1,203 1,008

繰延税金負債（流動）の合計 1,203 8,909

　　　　　　　　繰延税金資産 (流動) の純額 30,514 8,313

   

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 971 14,154

役員退職慰労引当金 27,863 27,863

投資有価証券評価損否認 2,281 2,119

建設仮勘定減損損失 － 9,200

繰越欠損金 － 58,689

その他 3,182 2,099

繰延税金資産（固定）の小計 34,299 114,127

評価性引当額 － △70,322

繰延税金資産（固定）の合計 34,299 43,804

繰延税金負債（固定）

買換資産圧縮積立金 29,803 28,045

固定資産圧縮積立金 271,709 98,652

特別償却準備金 7,824 6,453

その他 10,785 9,447

繰延税金負債（固定）の合計 320,123 142,598

繰延税金負債（固定）の純額 285,823 98,794

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17年12月31日現在

当連結会計年度
平成18年12月31日現在

（％） 　税金等調整前当期純損失を計上

しているため、記載しておりませ

ん。

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算入されない

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  
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⑦　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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当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18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）
3,697,466 5,679,547 9,377,014 － 9,377,014

(2）セグメント間の内部売上高

（千円）
59,596 － 59,596 △59,596 －

計（千円） 3,757,063 5,679,547 9,436,610 △59,596 9,377,014

営業費用（千円） 3,816,528 5,806,947 9,623,476 △86,206 9,537,269

営業損益（千円） △59,465 △127,400 △186,865 26,609 △160,255

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

資産（千円） 3,269,764 4,734,642 8,004,407 1,370,974 9,375,381

減価償却費（千円） 250,529 440,196 690,725 △18,155 672,570

減損損失（千円） 18,863 655,163 674,027 △26,179 647,847

資本的支出（千円） 60,228 217,829 278,057 41 278,099

　（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、1,546,196千円であります。

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。

５．「会計処理の変更」に記載の通り、当連結会計年度において、「固定資産の減損に係る会計基準」及び

　「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」を適用しておりますが、各セグメントの営業損益に与える

　 影響はありません。
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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。

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18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）
7,404,163 1,972,850 9,377,014 － 9,377,014

(2）セグメント間の内部売上高

（千円）
209,269 1,233,839 1,443,108 △1,443,108 －

計（千円） 7,613,432 3,206,690 10,820,122 △1,443,108 9,377,014

営業費用（千円） 7,524,511 3,488,816 11,013,328 △1,476,058 9,537,269

営業損益（千円） 88,920 △282,126 △193,205 32,949 △160,255

Ⅱ　資産 5,756,088 4,811,528 10,567,617 △1,192,235 9,375,381

　（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1,546,196千円であります。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、カナダ

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18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） 2,174,793 549,083 259,816 2,983,693

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 9,377,014

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占

める割合（％）
23.2 5.9 2.8 31.8

　（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、カナダ

⑧　関連当事者との取引

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18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17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額 202円79銭

１株当たり当期純利益    14円00銭

１株当たり純資産額 126円 54銭

１株当たり当期純利益   △80円 63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17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 89,423 △514,880

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） 89,423 △514,880

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17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

射出成形用精密金型及び成形システム

事業
4,058,573 3,570,658

精密成形品その他事業 5,138,839 5,683,486

合計 9,197,413 9,254,144

　（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17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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
4,383,853 1,296,394 3,419,726 1,018,655

精密成形品その他事業 5,146,236 126,634 5,722,012 169,099

合計 9,530,089 1,423,029 9,141,739 1,187,755

　（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17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

射出成形用精密金型及び成形システム

事業
4,066,912 3,697,466

精密成形品その他事業 5,145,305 5,679,547

合計 9,212,218 9,377,014

　（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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