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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善を背景に個人消費は底堅く推移したも

のの、円高傾向の定着等により企業の輸出や設備投資に鈍さが見られ、景気は依然として先行き不透明な状況で推

移しました。また、海外においては、中国をはじめとする新興国経済の減速や英国のＥＵ離脱問題による世界経済

の下振れ懸念等から先行き不透明感が高まりました。

 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

自動車及び二輪車などの成形事業分野への積極的な展開を行い、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、「『考動』で価値を創る」をグループ全社員の行動規範とし、「お客様の利益の最大化」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３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比2億37百万円（5.9％）減の37億81百万

円となりました。 

 損益につきましては、射出成形用精密金型及び成形システム事業において原価率が悪化したことなどで、

営業利益は、前年同四半期比25百万円（19.5％）減の1億4百万円、為替差損を営業外費用に計上したことなどで、

経常損失△38百万円(前年同四半期は経常利益22百万円）、事務所移転費用を特別損失に計上したことなどで、親

会社株主に帰属する四半期純損失△71百万円(前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益35百万円）とな

りました。

 

（２）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 連結業績予想につきましては、平成28年２月18日付で公表しました通期の連結業績予想に変更はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

 該当事項はありません。

 

（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。

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計基

準」(企業会計基準第22号 平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第７号 平成

25年９月13日）等を第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支

配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び

前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。 
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 684,879 631,762 

受取手形及び売掛金 1,139,899 1,047,341 

電子記録債権 88,145 116,242 

製品 286,515 244,076 

仕掛品 292,615 279,716 

原材料及び貯蔵品 108,848 76,266 

未収入金 242,360 163,832 

繰延税金資産 7,011 10,055 

その他 121,898 94,898 

貸倒引当金 △4,900 △5,000 

流動資産合計 2,967,276 2,659,192 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 650,131 564,490 

機械装置及び運搬具（純額） 686,231 591,890 

土地 447,035 447,035 

リース資産（純額） 456,712 411,467 

建設仮勘定 70,873 89,500 

その他（純額） 292,233 290,999 

有形固定資産合計 2,603,217 2,395,382 

無形固定資産 66,299 59,487 

投資その他の資産    

投資有価証券 37,814 53,518 

繰延税金資産 22,377 22,061 

その他 168,994 146,241 

投資その他の資産合計 229,186 221,821 

固定資産合計 2,898,703 2,676,691 

繰延資産    

社債発行費 12,459 11,779 

開業費 72,110 52,104 

株式交付費 577 23 

繰延資産合計 85,147 63,906 

資産合計 5,951,128 5,399,790 

 

- 3 -

不二精機㈱（6400）平成28年12月期第３四半期決算短信



 

    （単位：千円） 

 
前連結会計年度 

(平成27年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成28年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 771,848 586,620 

短期借入金 1,688,875 1,669,283 

1年内償還予定の社債 289,840 102,000 

リース債務 81,543 84,743 

未払金 188,669 157,552 

未払法人税等 12,152 8,105 

賞与引当金 75,515 81,146 

製品保証引当金 10,761 9,868 

その他 227,712 246,301 

流動負債合計 3,346,918 2,945,621 

固定負債    

社債 266,000 284,000 

長期借入金 778,488 1,076,322 

リース債務 376,876 312,274 

繰延税金負債 27,398 24,661 

役員退職慰労引当金 14,539 14,539 

退職給付に係る負債 8,234 11,249 

資産除去債務 18,864 16,800 

固定負債合計 1,490,400 1,739,846 

負債合計 4,837,319 4,685,468 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,034,180 500,000 

資本剰余金 224,869 759,049 

利益剰余金 △243,574 △315,317 

自己株式 △261,849 △365,079 

株主資本合計 753,625 578,652 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 8,663 4,860 

為替換算調整勘定 350,491 129,872 

その他の包括利益累計額合計 359,154 134,733 

新株予約権 795 795 

非支配株主持分 233 140 

純資産合計 1,113,808 714,322 

負債純資産合計 5,951,128 5,399,790 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

（四半期連結損益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年１月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年１月１日 
 至 平成28年９月30日) 

売上高 4,019,164 3,781,464 

売上原価 3,162,509 2,984,188 

売上総利益 856,654 797,276 

販売費及び一般管理費 726,753 692,648 

営業利益 129,901 104,627 

営業外収益    

受取利息 1,439 1,118 

受取配当金 174 322 

為替差益 3,001 － 

仕入割引 767 568 

受取保険料 8,554 － 

補助金収入 － 5,158 

その他 6,815 3,167 

営業外収益合計 20,754 10,335 

営業外費用    

支払利息 71,867 63,351 

為替差損 － 57,513 

社債発行費償却 3,846 2,989 

開業費償却 20,445 18,687 

その他 31,988 11,157 

営業外費用合計 128,148 153,699 

経常利益又は経常損失（△） 22,507 △38,735 

特別利益    

固定資産売却益 3,069 984 

特別利益合計 3,069 984 

特別損失    

固定資産売却損 753 378 

固定資産除却損 6,278 10,044 

事務所移転費用 － 15,184 

債権整理損 － 9,485 

特別損失合計 7,032 35,093 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△） 
18,544 △72,845 

法人税、住民税及び事業税 15,280 5,811 

過年度法人税等戻入額 △12,329 － 

法人税等調整額 △18,802 △6,203 

法人税等合計 △15,852 △391 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 34,396 △72,453 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1,151 △710 

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△） 
35,548 △71,742 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期連結累計期間 
(自 平成27年１月１日 

 至 平成27年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成28年１月１日 
 至 平成28年９月30日) 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 34,396 △72,453 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △888 △3,802 

為替換算調整勘定 42,757 △220,000 

その他の包括利益合計 41,869 △223,803 

四半期包括利益 76,266 △296,256 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 77,852 △296,164 

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,586 △92 

 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第３四半期連結累計期間（自 平成28年１月１日 至 平成28年９月30日） 

 当社は、平成28年３月25日開催の第51期定時株主総会決議に基づき、平成28年５月６日付で資本金の額を減少さ

せ、その全額をその他資本剰余金に振替えております。 

  資本金の減少額      534,180千円 

  その他資本剰余金の増加額 534,180千円 

 さらに当社は、平成28年６月２日開催の取締役会決議に基づき、自己株式930,000株の取得を行いました。この

結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が103,230千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において

自己株式が365,079千円となっております。 
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