
平成18年12月期 個別財務諸表の概要  
平成19年２月23日

会社名 不二精機株式会社 ＪＡＳＤＡＱ  

コード番号 6400 本社所在都道府県 大阪府

(URL　http://www.fjiseiki.com)

代表者 役職名 代表取締役社長

 氏名 伊井　稔

問い合わせ先責任者 役職名 情報開示担当取締役   

 氏名 山本幸司 ＴＥＬ　　（06）4306－6822

決算取締役会開催日 平成19年２月23日 配当支払開始予定日 平成－年－月－日

定時株主総会開催日 平成19年３月28日 単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）

１．平成18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）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 7,569 (△1.3) 80 (△67.7) 144 (△69.7)

17年12月期 7,671 (△19.8) 249 (△28.6) 475 ( 136.8)

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 △1,194 (－) △187 05 － － △51.8 1.4 1.9

17年12月期 265 (887.5) 41 59 － － 9.1 4.0 6.2

（注）①期中平均株式数 18年12月期 6,385,800株 17年12月期 6,385,800株

②会計処理の方法の変更 無

③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）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 9,183 1,708 18.6 267 55

17年12月期 11,790 2,900 24.6 454 18

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 6,385,800株 17年12月期 6,385,800株

②期末自己株式数 18年12月期 544,200株 17年12月期 544,200株

２.平成19年12月期の業績予想(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 3,480 12 46

通　期 7,700 181 245

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　38円　37銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）中間期末 期末 年間

17年12月期 － － － － － －

18年12月期 － － － － － －

19年12月期（予想） － － －    

※　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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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度
(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 ※１ 822,371 715,739 △106,632

２．受取手形 ※４ 433,260 221,066 △212,193

３．売掛金 ※２ 2,837,123 1,459,705 △1,377,418

４．製品 310,358 256,748 △53,610

５．原材料 72,189 60,482 △11,706

６．仕掛品 278,955 248,230 △30,725

７．貯蔵品 7,754 8,733 978

８．前払費用 34,184 21,410 △12,774

９．繰延税金資産 31,717 9,146 △22,571

10. 短期貸付金 ※２ 446,740 622,050 175,310

11. 未収消費税等  － 4,097 4,097

12. 未収法人税等  － 136,230 136,230

13．その他  128,532 147,410 18,877

貸倒引当金 △7,700 △5,100 2,600

流動資産合計 5,395,491 45.8 3,905,952 42.5 △1,489,538

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

（1）建物 ※１ 918,022 919,322  

減価償却累計額 608,957 309,065 634,073 285,248 △23,816

（2）構築物 23,612 23,882  

減価償却累計額 18,495 5,116 19,390 4,491 △624

（3）機械及び装置 ※１ 1,352,718 1,169,639  

減価償却累計額 784,881 567,836 805,664 363,975 △203,861

（4）車両運搬具 7,510 7,510  

減価償却累計額 7,134 375 7,134 375 －

（5）工具器具及び備品 577,054 587,870  

減価償却累計額 514,590 62,463 532,900 54,970 △7,493

（6）土地 ※１ 447,035 447,035 －

（7）建設仮勘定 121,164 88,452 △32,711

有形固定資産合計 1,513,057 12.8 1,244,549 13.6 △268,508
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前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度
(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）

２．無形固定資産

（1）電話加入権 1,217 1,217 －

（2）特許利用権 15,760 11,135 △4,625

（3）ソフトウェア 19,360 9,695 △9,665

無形固定資産合計 36,338 0.3 22,048 0.2 △14,290

３．投資その他の資産

（1）長期定期預金 ※１ 300,000 300,000 －

（2）投資有価証券 ※１ 198,066 172,527 △25,538

（3）関係会社株式 511,960 511,960 －

（4）出資金 500 500 －

（5）関係会社出資金 2,626,086 1,430,687 △1,195,399

（6）従業員長期貸付金 4,000 4,000 －

（7）関係会社長期貸付
金

1,065,776 1,449,611 383,835

（8）長期前払費用 － 8,258 8,258

 （9）差入保証金 4,616 5,947 1,331

（10) 保険積立金 136,840 130,173 △6,666

（11）破産更生債権等 998 851 △146

貸倒引当金 △3,064 △3,288 △223

投資その他の資産合
計

4,845,779 41.1 4,011,229 43.7 △834,549

固定資産合計 6,395,174 54.2 5,277,827 57.5 △1,117,347

資産合計 11,790,666 100.0 9,183,779 100.0 △2,606,886
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前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度
(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 144,945 65,374 △79,570

２．買掛金 ※２ 1,795,883 1,151,691 △644,192

３．短期借入金 ※１ 1,110,007 1,500,000 389,993

４．１年以内返済予定長
期借入金

※1,8 1,558,074 1,712,026 153,952

５．１年以内償還予定社
債

※１ 296,000 229,400 △66,600

６．未払金  287,276 173,935 △113,341

７．未払費用 2,994 3,732 737

８. 未払消費税等 55,371 － △55,371

９．未払法人税等 258,901 － △258,901

10．前受金  109,451 19,473 △89,978

11．預り金 11,563 13,817 2,253

12．賞与引当金 20,970 33,747 12,777

流動負債合計 5,651,439 47.9 4,903,197 53.4 △748,242

Ⅱ　固定負債

１．社債 ※１ 246,000 349,900 103,900

２．長期借入金 ※1,8 2,444,992 1,920,760 △524,232

３．長期未払金 184,737 94,151 △90,586

４．繰延税金負債 287,583 102,184 △185,398

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 －

固定負債合計 3,238,897 27.5 2,572,042 28.0 △666,855

負債合計 8,890,336 75.4 7,475,239 81.4 △1,415,097
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前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度
(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）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※５ 924,000 7.8 － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 918,000 － －

資本剰余金合計 918,000 7.8 － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 74,600 － －

２．任意積立金

（1）買換資産圧縮積立
金

47,508 － －

（2）特別償却準備金 15,966 － －

（3）プログラム準備金 2,128 － －

（4）固定資産圧縮積立
金

189,546 － －

（5）固定資産圧縮特別
勘定積立金

274,044 － －

（6）別途積立金 315,000 － －

３．当期未処分利益 388,514 － －

利益剰余金合計 1,307,308 11.1 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

12,859 0.1 － － －

Ⅴ　自己株式 ※６ △261,837 △2.2 － － －

資本合計 2,900,330 24.6 － － －

負債資本合計 11,790,666 100.0 － － －
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前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度
(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 ※５ － － 924,000 10.1 －

２．資本剰余金  

（1）資本準備金  － 918,000 －

資本剰余金合計  － － 918,000 10.0 －

３．利益剰余金  

（1）利益準備金  － 74,600 －

（2）その他利益剰余金     

買替資産圧縮積立
金

 － 42,067 －

特別償却準備金  － 9,680 －

プログラム準備金  － 1,062 －

固定資産圧縮積立
金

 － 147,978 －

別途積立金  － 315,000 －

繰越利益剰余金  － △477,526 －

利益剰余金合計  － － 112,862 1.2 －

４．自己株式 ※６ － － △261,837 △2.9 －

株主資本合計  － － 1,693,024 18.4 －

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 －

評価・換算差額等合計  － － 15,515 0.2 －

純資産合計  － － 1,708,540 18.6 －

負債純資産合計  － － 9,183,779 100.0 －
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（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 7,671,201 100.0 7,569,415 100.0 △101,786

Ⅱ　売上原価

１．期首製品棚卸高 426,244 310,358

２．当期製品製造原価 5,296,628 5,206,223

３．当期製品仕入高 ※１ 1,292,225 1,456,060

合計 7,015,098 6,972,643

４．期末製品棚卸高 310,358 256,748

５．他勘定振替高 ※２ △115,007 △30,599

６．他勘定受入 13,092 6,602,825 86.1 85 6,685,381 88.3 82,555

売上総利益 1,068,375 13.9 884,033 11.7 △184,341

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※3,4 819,196 10.7 803,624 10.6 △15,572

営業利益 249,178 3.2 80,409 1.1 △168,769

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 ※１ 33,265 77,479

２．受取配当金 2,330 3,521

３. 仕入割引 3,984 3,761

４．保険解約金収入 19,010 6,206

５. 保険金収入 5,393 2,535

６. 為替差益 279,449 93,676

７．その他 15,354 358,788 4.7 6,773 193,954 2.5 △164,834

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 99,100 108,503

２．手形売却損 2,126 1,841

３．社債利息 6,261 4,372

４．その他 25,456 132,945 1.7 15,541 130,259 1.7 △2,685

経常利益 475,022 6.2 144,104 1.9 △330,918
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前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（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）

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益  － 21

２. 投資有価証券売却益  － 9,650

３. 匿名組合投資利益  84,131 84,131 1.1 100,495 110,167 1.5 26,035

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※５ 25,967 577

２．固定資産除却損 ※６ 1,531 863

３. 減損損失 ※７ － 30,011

４．関係会社投資損失 ※８ － 1,578,727

５. 関係会社清算損 5,358 32,857 0.4 － 1,610,178 21.3 1,577,321

税引前当期純利益又
は純損失（△）

526,296 6.9 △1,355,907
△

17.9
△1,882,204

法人税、住民税及び
事業税

289,845 3,136

法人税等調整額 △29,176 260,669 3.4 △164,597 △161,461 △2.1 △422,131

当期純利益
又は純損失（△）

265,627 3.5 △1,194,445
△

15.8
△1,460,073

前期繰越利益 122,886 －

当期未処分利益 388,514 －

- 8 -



製造原価明細書

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（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）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ　材料費 ※１ 2,673,962 49.4 2,756,889 53.3

Ⅱ　労務費 657,845 12.2 628,827 12.1

Ⅲ　経費  ※２ 539,363 10.0 518,571 10.0

Ⅳ　外注加工費 1,534,303 28.4 1,271,210 24.6

当期総製造費用 5,405,474 100.0 5,175,498 100.0

期首仕掛品棚卸高 170,109 278,955

合計 5,575,584 5,454,454

期末仕掛品棚卸高 278,955 248,230

当期製品製造原価 5,296,628 5,206,223

（原価計算の方法）

当社の原価計算は、金型及び成形システムについては、個別原価計算であり、成形品については、単純総合原価

計算であります。

（注）※１．前事業年度及び当事業年度の材料費には、周辺機器の金額がそれぞれ225,618千円及び210,966千円が含ま

れております。

※２. 前事業年度及び当事業年度の経費には、主なものとして減価償却費がそれぞれ210,418千円及び183,889千

円が含まれております。
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
株主総会承認日

（平成18年３月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 388,514

Ⅱ　任意積立金取崩額

１. 買換資産圧縮積立金取崩額 2,803

２. 特別償却準備金取崩額 4,135

３. プログラム準備金取崩額 462

４. 固定資産圧縮積立金取崩額 56,010

５. 固定資産圧縮特別勘定積立金
取崩額

43,254 106,666

合計 495,180

Ⅲ　利益処分額

１．任意積立金

（1）特別償却準備金 1,818

（2）固定資産圧縮積立金 43,254 45,073

Ⅳ　次期繰越利益 450,107
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株主資本等変動計算書

当事業年度（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

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金

買換資産　
圧縮積立金

特別償却
準備金

プログラム
準備金

固定資産　
圧縮積立金

固定資産圧
縮特別勘定
積立金

平成17年12月31日　残高

（千円）
924,000 918,000 918,000 74,600 47,508 15,966 2,128 189,546 274,044

当期会計期間中の変動額

買換資産圧縮積立金の取崩     △5,440     

特別償却準備金の取崩      △8,105    

特別償却準備金の繰入      1,818    

プログラム準備金の取崩       △1,066   

固定資産圧縮積立金の取崩        △101,985  

固定資産圧縮積立金の繰入        60,417  

固定資産圧縮特別勘定積立金の

取崩
        △274,044

当期純損失          

株主資本以外の項目の当期会計

期間中の変動額（純額）
         

当期会計期間中の変動額合計

（千円）
    △5,440 △6,286 △1,066 △41,567 △274,044

平成18年12月31日　残高

（千円）
924,000 918,000 918,000 74,600 42,067 9,680 1,062 147,978 －

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

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

  評価・ 
換算差額等

合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日　残高

（千円）
315,000 388,514 1,307,308 △261,837 2,887,470 12,859 12,859 2,900,330

当期会計期間中の変動額

買換資産圧縮積立金の取崩  5,440       

特別償却準備金の取崩  8,105       

特別償却準備金の繰入  △1,818       

プログラム準備金の取崩  1,066       

固定資産圧縮積立金の取崩  101,985       

固定資産圧縮積立金の繰入  △60,417       

固定資産圧縮特別勘定積立金の

取崩
 274,044       

当期純損失  △1,194,445 △1,194,445  △1,194,445   △1,194,445

株主資本以外の項目の当期会計

期間中の変動額（純額）
     2,656 2,656 2,656

当期会計期間中の変動額合計

（千円）
 △866,040 △1,194,445  △1,194,445 2,656 2,656 △1,191,789

平成18年12月31日　残高

（千円）
315,000 △477,526 112,862 △261,837 1,693,024 15,515 15,515 1,708,540
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重要な会計方針

項　　目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

（1）製品・仕掛品

個別法による原価法

（1）製品・仕掛品

同左

（2）原材料

先入先出法による原価法

（2）原材料

同左

２．有価証券の評価基準及び

評価方法

（1）子会社株式

総平均法による原価法

（1）子会社株式

同左

（2）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）

（2）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

（3）デリバティブ

時価法

（3）デリバティブ

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

（1）有形固定資産

 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）については、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

 ４．繰延資産の処理方法   ────── 　社債発行費は支出時に全額費用処理を

しております。

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

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

（1）貸倒引当金

同左
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項　　目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（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期負担

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

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

り翌期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、内規に基づく当期末要支給額を計

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

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。

同左

７．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
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項　　目
前事業年度

（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

（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

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　　税抜方式によっております。

 消費税等の会計処理

同左
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会計処理の変更

前事業年度

（自　平成17年１月１日   

 至　平成17年12月31日）

当事業年度

（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）

当事業年度より、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、税引前当期純損失が30,011千円増加してお

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。

───── （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

1,708,540千円であります。

表示方法の変更

該当事項ありません。

追加情報

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（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

事業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、税引前当期純利益、

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

（貸借対照表関係）

前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度
(平成18年12月31日)

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務

（1）担保に供している資産 （1）担保に供している資産

現金及び預金 225,035千円

建物 309,065 

機械及び装置 379,558 

土地 447,035 

長期定期預金 300,000 

投資有価証券 10,555 

計 1,671,249 

現金及び預金 155,048千円

建物 285,248 

機械及び装置 306,299 

土地 447,035 

長期定期預金 300,000 

投資有価証券 15,120 

計 1,508,751 

（2）担保資産に対応する債務 （2）担保資産に対応する債務

短期借入金

社債

510,007

100,000

千円

 

（１年以内償還予定分を含む）   

長期借入金 3,043,356 

（１年以内返済予定分を含む）   

計 3,653,363 

短期借入金 500,000千円

長期借入金 2,804,552 

（１年以内返済予定分を含む）   

計 3,304,552 

 ※２. 関係会社項目  ※２. 関係会社項目

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは次のとおりであります。

売掛金 1,097,705 千円

短期貸付金 243,070 

買掛金 224,852 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは次のとおりであります。

売掛金 101,566 千円

短期貸付金 622,050 

買掛金 325,287 

　３. 偶発債務 　３. 偶発債務

下記の会社の金融機関等からの借り入れ及び仕入債

務に対し、債務保証を行っております。

下記の会社の金融機関等からの借り入れ及び仕入債

務に対し、債務保証を行っております。

THAI FUJI SEIKI CO.,LTD. ＊1 149,780千円

上海不二精机有限公司　　 ＊2 347,492 

蘇州不二精机有限公司　　 ＊3 87,684

株式会社スーパージュエル 

ボックスジャパン

20,000

計 604,958

＊1(52,188千タイバーツ)

＊2(1,868千米ドル、6,000千元)

　＊3(742千米ドル)

THAI FUJI SEIKI CO.,LTD. ＊1 122,899千円

上海不二精机有限公司　　 ＊2 288,017 

蘇州不二精机有限公司　　 ＊3 41,939

株式会社スーパージュエル 

ボックスジャパン

20,000

計 472,857

＊1(36,040千タイバーツ)

＊2(1,326千米ドル、6,700千元

　　27,970千円)

　＊3(352千米ドル)

 ※４. 期末日満期手形の処理  ※４. 期末日満期手形の処理

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、当期末日が

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。

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、当期末日が

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

※５. 株式の状況 ※５. 株式の状況

会社が発行する株式　　普通株式 23,720,000株

発行済株式総数　　　　普通株式 6,930,000株

会社が発行する株式　　普通株式 23,720,000株

発行済株式総数　　　　普通株式 6,930,000株
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前事業年度
(平成17年12月31日)

当事業年度
(平成18年12月31日)

※６．自己株式 ※６．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。

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。

７. 配当制限 ７. 

商法施行規則第124条第３号の規定により純資産の

うち配当制限を受ける額は12,859千円であります。

─────

※８. 財務制限条項等の付保 ※８. 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。

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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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社からの製品仕入高 679,304千円

関係会社からの受取利息 31,725 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社からの製品仕入高 955,244千円

関係会社からの受取利息 76,407 

※２．他勘定振替高の主な内容は、固定資産への振替であ

ります。

※２．他勘定振替高の主な内容は、固定資産への振替であ

ります。

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は44.6％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は55.4％で

あります。

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は43.5％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は56.5％で

あります。

主要な費目及び金額は次のとおりです。 主要な費目及び金額は次のとおりです。

荷造運賃 75,558千円

役員報酬 97,801

給料 224,857

支払手数料 66,104

法定福利費 51,223

旅費交通費 68,875

賞与引当金繰入額 6,975

減価償却費 25,642

荷造運賃 70,909千円

役員報酬 135,165

給料 188,303

支払手数料 62,387

法定福利費 49,942

旅費交通費 66,184

賞与引当金繰入額 11,367

減価償却費 22,103

※４．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の金額

は、2,072千円であります。

※４．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の金額

は、6,667千円であります。

※５．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．固定資産売却損の主な内容は、機械及び装置（389

千円）であります。

※６．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。

※６．固定資産除却損の主な内容は、工具器具及び備品

（428千円）、ソフトウェア（435千円）であります。

※７． 　　　　　　 ────── ※７．減損損失

 

※８． 　　　　　　 ──────

当社は以下の資産について減損損失を計上しまし

た。

用途 遊休資産

種類 建設仮勘定他  

場所 タイ王国アユタヤ県 

金額 30,011千円

当社は、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。

当事業年度において、将来の用途が定まっていない

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。

※８．関係会社投資損失の主な内容は、出資金評価損

（1,195,399千円）、債権放棄損（383,328千円）で

あります。

- 18 -



（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（千株）

当事業年度増加株
式数（千株）

当事業年度減少株
式数（千株）

当事業年度末株式
数（千株）

普通株式 544 － － 544

合計 544 － － 544

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

前事業年度（平成17年12月31日現在）

子会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成18年12月31日現在）

子会社株式で時価のあるものはありません。
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③　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

前事業年度
（平成17年12月31日現在)

当事業年度
（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 －

債権放棄損 － 153,331

その他 2,296 2,449

繰延税金資産（流動）の小計 31,717 170,378

評価性引当額 － △153,331

繰延税金資産（流動）の合計 31,717 17,047

繰延税金負債（流動）

未収事業税 － 7,901

繰延税金負債（流動）の合計 － 7,901

繰延税金資産（流動）の純額 － 9,146

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

子会社出資金評価損 － 142,610

繰越欠損金 － 58,689

その他 321 313

繰延税金資産（固定）の小計 31,438 254,952

評価性引当額 － △212,933

繰延税金資産（固定）の合計 31,438 42,018

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 9,683 11,051

繰延税金負債（固定）の合計 319,021 144,203

繰延税金負債（固定）の純額 287,583 102,184

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

前事業年度
（平成17年12月31日現在)

当事業年度
（平成18年12月31日現在)

（％） 税引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）

留保金課税 7.8  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.9  

その他 △1.2  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 49.5  
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（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 454円18銭

１株当たり当期純利益 41円59銭

１株当たり純資産額 267円55銭

１株当たり当期純利益 △187円05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。

前事業年度
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

当期純利益（千円） 265,627 △1,194,445

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） 265,627 △1,194,445

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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７．役員の異動
(1）新任取締役候補

伊井稔 （現、代表取締役社長）

小西紀良 （現、取締役副社長）

宮﨑正巳 （現、専務取締役　グループ営業推進室室長）

伊井剛 （現、常務取締役　海外事業担当）

石橋秀介 （現、取締役、モ－ルドシステム事業本部長）

山本幸司 （現、取締役、グループ経営推進室室長）

鈴木邦明 （現、取締役、公認会計士　鈴木邦明事務所　所長）
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