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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第1四半期 1,384 △35.1 △31 ― 22 ― 26 ―
20年12月期第1四半期 2,132 5.0 △47 ― △278 ― △240 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第1四半期 4.11 ―
20年12月期第1四半期 △37.66 ―

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

21年12月期第1四半期 6,115 278 4.6 40.89
20年12月期 6,198 269 4.3 42.14

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  278百万円 20年12月期  269百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― ― ― ― 0.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
― ― ― 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

3,093 △24.5 △125 ― △194 ― △154 ― △24.12

通期 6,668 △21.2 81 157.4 △54 ― 77 ― 12.06
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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）  無  

(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  有  
（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成21年３月31日を払込期日とした第三者割当増資により、発行済株式数は424千株増加しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、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、実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合が
あります。今後におきまして、連結業績予想数値修正の必要が生じた場合は、適時適切に開示を行ってまいります。 
２．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）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）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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 7,354,000株 20年12月期  6,930,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  544,200株 20年12月期  544,200株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 6,491,800株 20年12月期第1四半期 6,385,800株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、国内機械受注の減少幅が下げ止まりの兆しを見せるものの、

企業物価指数は依然として下落を続けるなど、昨年秋以降の世界金融危機の影響をまともに受けました。 

 このような環境の中、当社グループは、中期スロ－ガンとして「安心をお届けする不二精機グループ」を掲げ、

品質管理体制の徹底強化によるグループ一体となった顧客満足の更なる追求を図り、精密金型のコア技術をもとに

自動車分野、液晶パネル用導光板などの新規分野への事業展開を行い、顧客への高付加価値製品の提供による安定

受注の拡大に努めてまいりました。 

 また、昨年より「『考動』で価値を創る」をグループ全社員の行動規範とし、「お客様の利益の 大化」を目標

に、新たな価値創造、また「見える化」をはじめとする日々の業務の改善活動に取り組んでおります。 

   

  このような結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、 百万円となりました。 

 損益につきましては、精密金型事業の売上減少による固定費の割合が増加したことによる粗利率の低下があり、

営業損益は 百万円の損失、為替差益を計上したことなどにより、経常利益は 百万円、固定資産売却益及び匿名

組合投資利益を特別利益に計上したことなどにより、当四半期純利益は 百万円となりました。  

  

①資産、負債、純資産の状況  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比８千２百万円（1.3％）減の 百万円となり

ました。  

これは、主として、有形固定資産の減少によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末比９千１百万円（1.6％）減の 百万円となりま

した。  

これは、主として、長期借入金及び社債の減少によるものであります。 

純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末比９百万円（3.5％）増の 百万円となりまし

た。  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、 百万円となりま

した。 

  当第１四半期連結会計期間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）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円となりましたが、これは、主として仕入債務の減少によるも

のであります。  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円となりましたが、これは、主として有形固定資産売却収入の増

加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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円となりましたが、これは、主として短期借入金の増加によるも

のであります。  

  

 平成21年２月20日付で公表しました連結業績予想の変更はありません。 

 連結業績予想につきましては、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、実際の業績等は、業況の

変化等により、予想数値と異なる場合があります。今後におきまして、連結業績予想数値修正の必要が生じた場合 

は、適時適切に開示を行ってまいります。  

  

 該当事項はありません。  

   

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

13億84

31 22

26

２．連結財政状態に関する定性的情報

61億15

58億37

2億78

6億44

△1

68

96

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）
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①簡便な会計処理  

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

① 会計基準等の変更に伴う変更 

 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）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）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 

たな卸資産  

  通常の販売目的で保有するたな卸資産の評価基準については、従来、主として個別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、主として個別法による原価法(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。 

  これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ9,483千円、税金等調整前四半期純利益は20,436千円減少
しております。 

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

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。 

   これによる損益への影響額は軽微であります。 

④ リー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、当第１四半期連結会計期間より「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））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。 

   さらに、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
ついて引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

   これによる損益への影響額はありません。  

（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

  
当第１四半期連結会計期間 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．固定資産の減価償却費の

算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用して

いる固定資産の減価償却費については、連

結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分する方法により算定しております。  

２．たな卸資産の計上   たな卸資産の計上は、帳簿たな卸高と、

一部実地たな卸高によっております。  

（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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 749,663 570,720

受取手形及び売掛金 1,390,981 1,506,854

製品 317,459 291,579

原材料及び貯蔵品 63,316 76,543

仕掛品 84,640 187,624

繰延税金資産 22,221 21,358

その他 360,873 229,913

流動資産合計 2,989,156 2,884,593

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 904,991 902,494

機械装置及び運搬具（純額） 1,417,372 1,523,115

土地 527,635 540,965

建設仮勘定 52,110 108,463

その他（純額） 117,769 127,862

有形固定資産合計 3,019,879 3,202,900

無形固定資産   

無形固定資産合計 57,171 61,000

投資その他の資産   

投資その他の資産合計 49,716 50,049

固定資産合計 3,126,768 3,313,951

資産合計 6,115,924 6,198,544

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 607,483 714,492

短期借入金 3,245,074 2,741,898

未払金 187,789 251,954

未払法人税等 6,763 9,489

賞与引当金 50,958 45,524

その他 299,841 399,155

流動負債合計 4,397,911 4,162,514

固定負債   

社債 101,000 249,000

長期借入金 1,193,029 1,357,254

長期未払金 6,916 22,454

繰延税金負債 84,869 87,360

退職給付引当金 4,904 2,036

役員退職慰労引当金 48,811 48,811
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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12月31日) 

固定負債合計 1,439,531 1,766,915

負債合計 5,837,442 5,929,430

純資産の部   

株主資本   

資本金 948,592 924,000

資本剰余金 918,000 918,000

利益剰余金 △1,257,507 △1,283,721

自己株式 △261,837 △261,837

株主資本合計 347,246 296,440

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,319 4,367

為替換算調整勘定 △67,444 △31,694

評価・換算差額等合計 △68,763 △27,326

純資産合計 278,482 269,113

負債純資産合計 6,115,924 6,198,544
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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：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,384,344

売上原価 1,173,063

売上総利益 211,280

販売費及び一般管理費 242,485

営業損失（△） △31,204

営業外収益  

受取利息 890

為替差益 94,994

その他 3,895

営業外収益合計 99,781

営業外費用  

支払利息 28,633

その他 17,716

営業外費用合計 46,349

経常利益 22,226

特別利益  

固定資産売却益 43,832

匿名組合投資利益 30,608

特別利益合計 74,440

特別損失  

固定資産売却損 47,885

固定資産除却損 330

減損損失 8,491

たな卸資産評価損 10,953

特別損失合計 67,660

税金等調整前四半期純利益 29,006

法人税、住民税及び事業税 6,124

法人税等調整額 △3,846

四半期純利益 26,728
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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）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）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。 

  

 当社グル－プは、前連結会計年度において前期純損失482,505千円の計上による純資産の減少により、金融機

関数社と締結しているシンジケートローン契約及び金銭消費貸借契約の単体及び連結の純資産額に関する財務制

限条項に抵触する事実が発生しております。この純資産額減少の主な要因は、円高の進行によるドル建て債権の

為替評価損の計上及びスーパージュエルボックス事業撤退に伴う固定資産売却・減損損失の計上に伴うものであ

ります。 

これらの状況により、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が発生しております。 

当社グループとしては、当該状況を解消すべく主に以下の内容を盛り込んだ経営改善計画を策定し実行を開

始しております。 

① 技術提携を伴った販路の拡大 

② 固定費の圧縮 （人件費及び経費の削減） 

③ 外注加工費の内製化による圧縮 

④ 設備投資額の圧縮  

また、この経営改善計画に沿った資金計画にもとづき、取引金融機関とは、財務制限条項適用免除についての

協議を行いました。その結果、当該シンジケートローン契約（平成21年3月31日現在残高475,000千円）について

は、期限の利益の喪失請求を行わない旨の書面を受領しております。なお当該金銭消費貸借契約（平成21年3月31

日現在残高61,600千円）については、返済条件及び財務制限条項を変更した契約を締結しております。 

 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務

諸表には反映しておりません。  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

 （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 

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．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の(1)に記載のとおり、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）を適用

しております。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、射出成形用精密金型及び成形システム事業セグメント

において、営業損失が9,483千円増加しております。 

（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
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

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高（千円）  584,034  800,309  1,384,344  －  1,384,344

(2）セグメント間の内部売上高（千円）  －  385  385  △385  －

計（千円）  584,034  800,695  1,384,729  △385  1,384,344

営業損益（千円）  △38,936  5,440  △33,495  2,291  △31,204

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 
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当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31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 

アジア・・・中国、タイ 

３．「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」の(1)に記載のとおり、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）を適用

しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、日本セグメントにおいて、営業利益が9,483千円減少

しております。  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日） 

（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、タイ 

(2)ヨーロッパ  ドイツ 

(3)中南北米   米国  

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  日本 アジア 計 消去又は全社 連結

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高（千円）  972,947  411,396  1,384,344  －  1,384,344

(2）セグメント間の内部売上高（千円）  7,105  86,070  93,175  △93,175  －

計（千円）  980,052  497,467  1,477,519  △93,175  1,384,344

営業損益（千円）  44,675  △78,655  △33,980  2,775  △31,204

〔海外売上高〕

  アジア ヨーロッパ 中南北米 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  598,885  110  －  598,995

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －   －    1,384,344

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 43.3  0.0  －  43.3

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（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20年１月１日～３月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  2,132,275

Ⅱ 売上原価  1,879,676

売上総利益  252,598

Ⅲ 販売費及び一般管理費  299,860

営業損失（△）  △47,261

Ⅳ 営業外収益  4,002

 受取利息   972

 仕入割引   723

 その他   2,305

Ⅴ 営業外費用  235,234

 支払利息   39,388

 為替差損   182,058

 その他   13,787

経常損失（△）  △278,493

Ⅵ 特別利益  35,610

 固定資産売却益   878

 匿名組合投資利益   34,731

Ⅶ 特別損失  233

 固定資産除却損   233

税金等調整前四半期純損失
（△） 

 △243,117

法人税、住民税及び事業税  5,777

法人税等調整額  △8,422

四半期純損失(△)  △240,471
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年12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 

  

 税引前当期純利益  △243,117

 減価償却費   129,636

 賞与引当金の増減額 
（△は減少）  

 11,981

 支払利息   39,388

 為替差損   138,240

 匿名組合投資益 
（△は益）   

 △34,731

 退職給付引当金の増減額 
（△は減少）   

 △3,537

 売上債権の増減額 
（△は増加）   

 90,398

 たな卸資産の増減額 
（△は増加）   

 △23,916

 仕入債務の増減額 
（△は減少）   

 △41,153

 未払消費税の増減額 
（△は減少）   

 7,462

 その他   △109,411

小計  △38,760

 利息及び配当金の受取額   1,088

 利息の支払額   △40,615

 法人税等の支払額   △11,258

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 △89,546

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

  

 定期預金の預入支出  △100,000

 定期預金の払戻収入  100,224

 有形固定資産取得支出  △74,090

 無形固定資産取得支出  △16,754

 その他   34,012

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △56,608
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前年同四半期 

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

  

 短期借入金純増減 
（△は減少）  

 195,791

 長期借入による収入   250,000

 長期借入金の返済支出   △517,444

 社債発行による収入   200,000

 社債償還による支出   △20,000

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 108,346

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

 △30,268

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
（又は減少額） 

 △68,076

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 758,721

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残
高 

 690,645
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 前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）における事業の種類別セグメント情報は作成し

ておりませんので、記載を省略いたします。 

  

 前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）における所在地別セグメント情報は作成してお

りませんので、記載を省略いたします。 

  

 前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日）における事業の種類別セグメント情報は作成し

ておりませんので、記載を省略いたします。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

６．その他の情報
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