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 当第１四半期（昨年12月～今年２月）の当社グループをとり巻く経営環境は、自動車や電機・電子、産業機械業界

の大幅な生産調整と設備投資抑制の動きに加えて、世界的な金融危機が深刻化し、世界同時不況の様相が一段と強ま

ってまいりました。 

 このような状況の中で、当社グループの当第１四半期の売上高は、307億32百万円と前年同期に比べ40.0％の減収

となりました。このうち、国内向けの売上高は203億69百万円（前年同期比42.7％減）、海外売上高は103億63百万円

（同34.1％減）であります。 

 利益面につきましては、材料・外注費の低減や人件費をはじめとした固定費の削減などにとり組みましたが、急激

な需要の減退による操業度の低下、円高による輸出採算の悪化の影響が大きく、第１四半期の営業損失は2億93百万

円（同48億89百万円の減益）、経常損失は9億35百万円（同50億83百万円の減益）となりました。これに特別損失と

して、固定資産除却損、投資有価証券評価損を計上し、四半期純損失は15億57百万円（同39億63百万円の減益）とな

りました。 

  

事業の種類別セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。 

  機械工具事業では、航空機やエネルギー関連向けの精密工具が底堅く推移しましたが、自動車業界向けの工具・

工作機械、ロボット需要の減少等により、機械工具トータルの売上高は114億41百万円（前年同期比41.0％減）と

なり、65百万円(同14億74百万円の減益)の営業損失となりました。 

  部品事業では、鉄道車輌や造船などインフラストラクチャー関連向けの精密ベアリングや、省エネ油圧ユニット

が比較的堅調に推移しましたが、建設機械向けの油圧機器、自動車業界向けのベアリングの需要が大きく落ち込

み、部品トータルの売上高で159億85百万円(同41.0％減）となり、4億54百万円（同31億17百万円の減益)の営業損

失となりました。 

  その他の事業では、熱処理装置等が低迷し、トータルの売上高は33億6百万円（同30.3％減）となりましたが、

営業利益は2億18百万円（同57.5％減）を確保しました。  

  

（資産、負債及び純資産の状況）  

  当第１四半期末の資産合計は、1,803億81百万円となり、前期末に比べ120億62百万円減少しました。主な減少とし

ましては、受取手形及び売掛金99億20百万円、有形固定資産19億75百万円が減少しました。負債合計は、1,240億82

百万円となり、前期末に比べ48億31百万円減少しました。主な増減としましては、借入金が102億54百万円増加し、

支払手形及び買掛金89億37百万円、未払費用等の流動負債その他が53億88百万円減少しました。 

 純資産合計は562億99百万円となり、前期末に比べ72億31百万円減少しました。四半期純損失などにより利益剰余

金が36億29百万円、急激な円高、株価の下落により評価・換算差額等が33億53百万円減少しました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期の連結キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動による資金の減少は38億49百万円となり

ました。これは、主として減価償却費24億10百万円、売上債権の減少85億87百万円などにより資金が増加し、税金等

調整前四半期純損失10億93百万円、たな卸資産の増加17億66百万円、仕入債務の減少76億41百万円、未払費用等のそ

の他の減少32億66百万円、法人税等の支払額9億50百万円などにより資金が減少したことによるものであります。投

資活動による資金の減少は32億69百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出であります。財

務活動による資金の増加は88億71百万円となりました。これは、主に配当金の支払額19億89百万円と有利子負債の純

増額108億94百万円によるものであります。 

 これらの結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は139億49百万円となり、前期末に比べ11億15百万円

の増加となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、ひき続き世界経済が後退し、自動車や産業機械業界など当社グループの主要カスタ

マーにおきましても、早期の需要回復は期待しがたく、先行きの経営環境はかつてない厳しい状況が続くものと思わ

れます。  

  当社グループといたしましては、機械加工・ロボット、機能部品、材料・熱処理技術を連環させた独自のエンジニ

アリングビジネスを切り口に、国内外で新しい市場の開拓にとり組んでまいります。また、製造面をはじめ、調達・

物流、研究開発、人事・組織など経営のあらゆる面で改革を推しすすめ、需要変動に対して抵抗力のある強靭な経営

体質の構築し、業績の確保に努めてまいります。 
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該当事項はありません。   

   

（簡便な会計処理）  

１.たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

２.固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。  

３.法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。   

  

  (会計処理基準に関する事項の変更) 

 １. 四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及

び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を

適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

 ２. 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更  

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。この変更に伴う営業損失、経常損失及び税

金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。なお、セグメント情報に与える影響は軽微であり

ます。  

 ３. 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。この

変更に伴う営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。なお、セグ

メント情報に与える影響は軽微であります。  

 ４. リ－ス取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償

却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。この変

更による営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。なお、リース取引

開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係わる方法に準じた会計処理によっております。   

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,196 13,001

受取手形及び売掛金 28,587 38,507

商品及び製品 14,516 14,433

仕掛品 11,668 12,034

原材料及び貯蔵品 6,497 6,319

その他 5,374 6,548

貸倒引当金 △200 △228

流動資産合計 80,640 90,617

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 31,034 31,858

機械装置及び運搬具（純額） 44,172 45,922

その他（純額） 10,213 9,614

有形固定資産合計 85,420 87,395

無形固定資産 419 403

投資その他の資産   

投資有価証券 9,525 9,801

その他 4,379 4,227

貸倒引当金 △3 △0

投資その他の資産合計 13,901 14,027

固定資産合計 99,741 101,827

資産合計 180,381 192,444

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 31,155 40,093

短期借入金 40,312 36,687

未払法人税等 507 1,287

その他 8,435 13,824

流動負債合計 80,411 91,892

固定負債   

社債 14,100 7,100

長期借入金 20,259 20,630

退職給付引当金 5,897 6,081

役員退職慰労引当金 16 22

負ののれん 42 47

その他 3,354 3,138

固定負債合計 43,670 37,020

負債合計 124,082 128,913
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,074 16,074

資本剰余金 11,564 11,567

利益剰余金 31,343 34,972

自己株式 △173 △175

株主資本合計 58,809 62,439

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,947 2,029

為替換算調整勘定 △6,982 △3,710

評価・換算差額等合計 △5,035 △1,681

少数株主持分 2,525 2,772

純資産合計 56,299 63,530

負債純資産合計 180,381 192,444
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 30,732

売上原価 25,744

売上総利益 4,988

販売費及び一般管理費 5,281

営業損失（△） △293

営業外収益  

受取利息 32

受取配当金 22

負ののれん償却額 4

持分法による投資利益 14

その他 84

営業外収益合計 159

営業外費用  

支払利息 305

その他 495

営業外費用合計 801

経常損失（△） △935

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 9

特別利益合計 10

特別損失  

固定資産除却損 53

投資有価証券評価損 115

特別損失合計 168

税金等調整前四半期純損失（△） △1,093

法人税、住民税及び事業税 93

法人税等調整額 345

法人税等合計 438

少数株主利益 24

四半期純損失（△） △1,557
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,093

減価償却費 2,410

負ののれん償却額 △4

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9

退職給付引当金の増減額（△は減少） △289

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6

受取利息及び受取配当金 △55

支払利息 305

持分法による投資損益（△は益） △14

有形固定資産売却損益（△は益） △0

有形固定資産除却損 53

投資有価証券評価損益（△は益） 115

売上債権の増減額（△は増加） 8,587

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,766

仕入債務の増減額（△は減少） △7,641

その他 △3,266

小計 △2,676

利息及び配当金の受取額 65

利息の支払額 △288

法人税等の支払額 △950

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,849

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △3,729

有形固定資産の売却による収入 646

投資有価証券の取得による支出 △9

貸付けによる支出 △9

貸付金の回収による収入 7

その他 △176

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,269

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（△は減少） 4,460

長期借入れによる収入 2,405

長期借入金の返済による支出 △2,971

社債の発行による収入 7,000

リース債務の返済による支出 △18

配当金の支払額 △1,989

少数株主への配当金の支払額 △16

その他 2

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,871

現金及び現金同等物に係る換算差額 △637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,115

現金及び現金同等物の期首残高 12,833

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,949
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用し

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日） 

 （注）１．事業区分は、経営管理上採用している区分及び販売市場の類似性を考慮して決定いたしました。 

２．事業区分の主要な製品 

(1) 機械工具事業…工具、工作機械、ロボット 

(2) 部品事業………ベアリング、油圧機器 

(3) その他の事業…特殊鋼、運送、情報処理関連 

    

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

  
機械工具事業

（百万円） 
部品事業

（百万円） 
その他の事業

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結

（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  11,441  15,985  3,306  30,732  －  30,732

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 343  85  1,791  2,221 (2,221)  －

計  11,785  16,070  5,097  32,953 (2,221)  30,732

営業利益又は営業損失(△)  △65  △454  218  △301  8  △293

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日） 

 （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 

(1) 米 州…米国、カナダ、ブラジル 

(2) 欧 州…ドイツ、チェコ 

(3) アジア…シンガポール、タイ、オーストラリア、中国  

  

  
日本 

（百万円） 
米州 

（百万円）
欧州 

（百万円）
アジア 

（百万円）
計 

（百万円） 

消去又は 

   全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 23,634  3,246  1,154  2,697  30,732  －  30,732

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 3,803  132  90  346  4,372 (4,372)  －

計  27,437  3,379  1,244  3,043  35,105 (4,372)  30,732

営業利益又は営業損失(△)  △876  9  △23  189  △700  407  △293

(株)不二越(6474）　平成21年11月期第１四半期決算短信

－9－



当第１四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日） 

 （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．各区分に属する主な国又は地域 

(1）米 州…米国、カナダ、ブラジル 

(2）欧 州…ドイツ、イギリス、フランス 

(3）アジア…中国、台湾、韓国、シンガポール、タイ、オーストラリア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

   

  

【海外売上高】 

  米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,396  1,248  5,718  10,363

Ⅱ 連結売上高（百万円）        30,732

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

 11.0  4.1  18.6  33.7

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」  

前四半期に係る連結財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年２月29日） 

                        （単位：百万円）  

  

科目 
前年同四半期 

（平成20年11月期 
第１四半期） 

Ⅰ 売上高  51,257

Ⅱ 売上原価  39,672

売上総利益  11,584

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,988

営業利益  4,596

Ⅳ 営業外収益  241

Ⅴ 営業外費用  689

経常利益  4,148

Ⅵ 特別利益  0

Ⅶ 特別損失  11

税金等調整前四半期純利益  4,137

法人税、住民税及び 
事業税     

        1,181

法人税等調整額  492

少数株主利益   57

四半期純利益  2,406
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年２月29日） 

  
前年同四半期 

（平成20年11月期第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純利益  4,137

減価償却費  2,514

退職給付引当金の増減額（△は減少）  △239

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  △33

受取利息及び受取配当金  △83

支払利息   281

持分法による投資損益（△は益）   △14

有形固定資産売却益   △0

有形固定資産売却損   0

有形固定資産除却損  11

売上債権の増減額（△は増加）   315

たな卸資産の増減額（△は増加）   △526

仕入債務の増減額（△は減少）   830

その他   △2,763

小計  4,429

利息及び配当金の受取額  93

利息の支払額  △284

法人税等の支払額   △2,321

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,916

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による支出   △5,774

有形固定資産の売却による収入   23

投資有価証券の取得による収入  △478

その他  101

投資活動によるキャッシュ・フロー  △6,128

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（△は減少）   951

長期借入による収入   260

長期借入金の返済による支出   △2,746

配当金の支払額   △1,989

その他   225

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,298

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  22

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △7,487

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  20,965

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  13,478
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前第１四半期連結累計期間（自平成19年12月１日 至平成20年２月29日） 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成19年12月１日 至平成20年２月29日） 

  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成19年12月１日 至平成20年２月29日） 

  

（３）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

  
機械工具事業

（百万円） 
部品事業

（百万円） 
その他の事業

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結

（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  19,398  27,114  4,743  51,257  －  51,257

(2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 511  188  2,065  2,765 (2,765)  －

計  19,910  27,302  6,809  54,022 (2,765)  51,257

営業利益  1,409  2,662  514  4,586  10  4,596

【所在地別セグメント情報】 

  
日本 

（百万円） 
米州 

（百万円）
欧州 

（百万円）
アジア 

（百万円）
計 

（百万円） 

消去又は 

   全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する 

売上高 
 40,379  5,289  2,573  3,014  51,257  －  51,257

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 5,489  196  100  314  6,101 (6,101)  －

計  45,868  5,486  2,673  3,329  57,358 (6,101)  51,257

営業利益  3,734  364  67  239  4,407  189  4,596

【海外売上高】 

  米州 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  5,712  2,757  7,260  15,730

Ⅱ 連結売上高（百万円）        51,257

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％） 

 11.1  5.4  14.2  30.7
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