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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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2四半期 2,637 △35.6 △35 ― △34 ― 5 ―
20年12月期第2四半期 4,097 △8.7 △115 ― △287 ― △233 ―

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2四半期 0.82 ―
20年12月期第2四半期 △36.60 ―

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2四半期 5,702 276 4.9 40.62
20年12月期 6,198 269 4.3 42.14

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  276百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、３ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(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、３ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(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。今後につきまして、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2四半期 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2四半期  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2四半期 6,628,085株 20年12月期第2四半期 6,385,800株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、工場稼働率の上昇が続き、生産指数の下げ幅は縮小している

ものの、企業物価指数の下げ幅が過去 大になるなど、昨年秋以降の世界金融危機の深刻な影響が続いておりま

す。 

 このような環境の中、当社グループは、中期スローガンとして「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、固定費の圧縮、内製化による外注加工費の削減などのコストダウンの推進により、損益の改善に取り組ん

でおります。 

   

  このような結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、 百万円となり、前年同期から35.6％減少しまし

た。 

 損益につきましては、精密成形品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(前年同期は115百万円の損失)、為替差益を計上したことなどにより、経常損失は

百万円(前年同期は287百万円の損失）、匿名組合投資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(前年同期は233百万円の損失）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比4億95百万円（8.0％）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２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末比5億3百万円（8.5％）減の 百万円となりまし

た。  

これは、主として、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7百万円（2.8％）増の 百万円となりました。 

  

 平成21年８月11日に公表した「為替差益の発生及び特別損益の計上並びに第２四半期累計期間（連結・個別）業績

予想の修正に関するお知らせ」に記載しましたとおり、連結通期及び個別通期の業績予想については精査中であり、

見通しが判明しだい速やかに公表いたします。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

①簡便な会計処理 

 ア．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。 

 イ. 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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有な会計処理の適用  

 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 

26億37

35

△34

5

２．連結財政状態に関する定性的情報 

57億2

54億26

2億76

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） 

（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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 
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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。 

② たな卸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、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、当第２四半期累計期間の営業損失は

8,249千円増加し、経常損失は8,249千円増加し、税金等調整前四半期純利益は19,202千円減少しております。 

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 

 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、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。  
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 668,192 570,720

受取手形及び売掛金 1,216,714 1,506,854

製品 248,680 291,579

仕掛品 103,302 187,624

原材料及び貯蔵品 51,529 76,543

繰延税金資産 12,873 21,358

その他 391,250 231,973

貸倒引当金 △1,858 △2,059

流動資産合計 2,690,684 2,884,593

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 888,564 902,494

機械装置及び運搬具（純額） 1,327,343 1,523,115

土地 532,595 540,965

建設仮勘定 52,404 108,463

その他（純額） 103,487 127,862

有形固定資産合計 2,904,395 3,202,900

無形固定資産   

無形固定資産合計 52,426 61,000

投資その他の資産   

その他 55,511 50,056

貸倒引当金 △123 △6

投資その他の資産合計 55,388 50,049

固定資産合計 3,012,210 3,313,951

資産合計 5,702,895 6,198,544

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 561,211 714,492

短期借入金 3,301,554 2,741,898

未払金 182,667 251,954

未払法人税等 8,474 9,489

賞与引当金 35,542 45,524

その他 115,446 399,155

流動負債合計 4,204,896 4,162,514

固定負債   

社債 － 249,000

長期借入金 1,077,341 1,357,254

長期未払金 6,849 22,454
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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) 

繰延税金負債 81,903 87,360

退職給付引当金 6,499 2,036

役員退職慰労引当金 48,811 48,811

固定負債合計 1,221,404 1,766,915

負債合計 5,426,301 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 △1,278,775 △1,283,721

自己株式 △261,837 △261,837

株主資本合計 325,978 296,440

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,318 4,367

為替換算調整勘定 △54,703 △31,694

評価・換算差額等合計 △49,384 △27,326

純資産合計 276,594 269,113

負債純資産合計 5,702,895 6,198,544
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,637,311

売上原価 2,213,976

売上総利益 423,334

販売費及び一般管理費 458,342

営業損失（△） △35,007

営業外収益  

受取利息 1,381

受取配当金 160

為替差益 68,178

仕入割引 673

その他 17,803

営業外収益合計 88,197

営業外費用  

支払利息 59,153

その他 28,139

営業外費用合計 87,293

経常損失（△） △34,103

特別利益  

固定資産売却益 44,305

匿名組合投資利益 76,566

投資有価証券売却益 4,233

特別利益合計 125,105

特別損失  

固定資産売却損 58,843

固定資産除却損 543

減損損失 8,491

たな卸資産評価損 10,953

特別損失合計 78,831

税金等調整前四半期純利益 12,170

法人税、住民税及び事業税 4,174

法人税等調整額 2,535

法人税等合計 6,709

四半期純利益 5,460
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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ける当期純損失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（平成21年６月30日現在残高475,000千円）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。この前連結会計年度における純資産額減少の

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重要な疑義を生じさせるような状況が存在してお

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基づき、取引金融機関と財務制限条項適用免除についての協議

を行った結果、当該シンジケートローン契約について、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。 

当第２四半期連結会計期間末現在、上記の施策を計画以上に実行した結果、経営改善計画を上回る業績を確

保しておりますが、現状の経済環境などを勘案した場合、当連結会計期間末においては、この財務制限条項に抵

触する可能性があり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

なお、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、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成21年３月31日付で、ブラザー工業株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結

果、当第２四半期連結累計期間において資本金が24,592千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本

金が948,592千円となっております。なお、資本準備金の増加はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高        4,097,672  100.0

Ⅱ 売上原価        3,614,063  88.2

売上総利益        483,609  11.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費        598,968  14.6

営業利益        △115,359  △2.8

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  2,634            

２．受取配当金  218            

３．仕入割引  1,408            

４．貸倒引当金戻入益  995            

５．その他  703  5,959  0.1

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  80,721            

２．為替差損  67,732            

３．社債発行費  4,134            

４．その他  25,132  177,721  4.3

経常利益        △287,121  △7.0

Ⅵ 特別利益                  

１．匿名組合投資利益  56,800            

２．固定資産売却益  8,603  65,404  1.6

Ⅶ 特別損失                  

  固定資産除却損  710  710  0.0

税金等調整前中間純利益        △222,426  △5.4

法人税、住民税及び事業
税 

 4,172            

法人税等調整額  7,125  11,298  0.3

中間純利益        △233,725  △5.7
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 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報 
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