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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

24年12月期第2四半期 2,183 △23.2 △64 ― △86 ― △126 ―
23年12月期第2四半期 2,844 △2.3 61 △72.9 9 △93.0 △5 ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 △57百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 2百万円 （―％）

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

24年12月期第2四半期 △18.52 ―
23年12月期第2四半期 △0.79 ―

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

24年12月期第2四半期 5,391 353 6.6 51.88
23年12月期 5,802 407 7.0 59.86
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  353百万円 23年12月期  407百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年12月期 ― 0.00
24年12月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 4,871 △16.2 122 △31.0 35 △50.0 175 ― 25.70



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績予想の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
〔添付資料〕２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期2Q 7,354,000 株 23年12月期 7,354,000 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q 544,279 株 23年12月期 544,279 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 6,809,721 株 23年12月期2Q 6,809,777 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、長引く欧州の信用不安や円高の定着などにより、業況判断指

数は大企業製造業において、３四半期連続でマイナスとなるなど、深刻な状況が続いております。 

 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等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、「『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２四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比6億60百万円(23.2％)減の 百万

円となりました。 

 損益につきましては、タイの洪水被害の影響などによる売上高の減少などにより、営業損失 百万円（前年同四

半期は営業利益61百万円)、営業損失となったことなどにより、経常損失 百万円（前年同四半期は経常利益 百万

円）、災害による損失を特別損失に計上したことなどにより、四半期純損失 百万円（前年同四半期は四半期

純損失5百万円)となりました。 

（２）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、特別損益を計上すること等で、平成24年12月期連結通期（平成24年１月１日～平

成24年12月31日）の業績予想について、平成24年２月17日付「平成23年12月期決算短信」にて発表いたしました業

績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日(平成24年８月９日）公表いたしました「特別損益の発生及び第２四半期連結累計期

間並びに連結通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

（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 

 該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

21億83

64

86 9

1億26

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,360,726 855,467

受取手形及び売掛金 1,273,584 1,107,997

製品 209,071 192,895

仕掛品 142,451 202,078

原材料及び貯蔵品 107,954 105,869

未収入金 360,820 609,283

繰延税金資産 64,002 77,793

その他 37,040 67,622

貸倒引当金 △8,280 △5,780

流動資産合計 3,547,372 3,213,226

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 681,053 664,187

機械装置及び運搬具（純額） 731,171 754,075

土地 523,295 529,805

リース資産（純額） 27,577 24,875

建設仮勘定 74,554 63,684

その他（純額） 94,631 65,389

有形固定資産合計 2,132,284 2,102,017

無形固定資産 28,724 25,499

投資その他の資産   

投資有価証券 7,335 7,827

長期貸付金 4,000 4,000

繰延税金資産 4,034 410

その他 76,660 37,042

貸倒引当金 △8,182 △8,242

投資その他の資産合計 83,847 41,037

固定資産合計 2,244,855 2,168,554

繰延資産   

社債発行費 10,640 9,388

繰延資産合計 10,640 9,388

資産合計 5,802,868 5,391,169
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 734,148 576,225

短期借入金 2,133,585 2,166,300

1年内償還予定の社債 60,480 60,480

リース債務 5,675 5,675

未払金 156,956 188,712

未払法人税等 9,617 4,158

賞与引当金 51,038 51,095

製品保証引当金 10,984 11,818

その他 109,286 129,890

流動負債合計 3,271,771 3,194,356

固定負債   

社債 389,280 359,040

長期借入金 1,574,807 1,378,310

長期未払金 29,355 19,420

リース債務 23,281 20,443

繰延税金負債 39,140 34,308

退職給付引当金 1,681 2,128

役員退職慰労引当金 14,539 14,539

事業撤退損失引当金 51,399 －

資産除去債務 － 15,309

固定負債合計 2,123,484 1,843,500

負債合計 5,395,255 5,037,857

純資産の部   

株主資本   

資本金 948,592 948,592

資本剰余金 139,280 139,280

利益剰余金 △192,050 △315,245

自己株式 △261,849 △261,849

株主資本合計 633,973 510,778

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,615 2,107

為替換算調整勘定 △227,976 △159,573

その他の包括利益累計額合計 △226,361 △157,466

純資産合計 407,612 353,312

負債純資産合計 5,802,868 5,391,169
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,844,463 2,183,672

売上原価 2,336,587 1,817,517

売上総利益 507,876 366,154

販売費及び一般管理費 446,335 430,752

営業利益又は営業損失（△） 61,540 △64,598

営業外収益   

受取利息 660 767

受取配当金 128 88

為替差益 2,054 15,993

仕入割引 690 572

その他 4,176 16,407

営業外収益合計 7,711 33,829

営業外費用   

支払利息 48,210 47,108

社債発行費償却 625 1,251

その他 10,622 7,327

営業外費用合計 59,459 55,687

経常利益又は経常損失（△） 9,792 △86,455

特別利益   

固定資産売却益 1,129 844

受取保険金 － 304,987

特別利益合計 1,129 305,831

特別損失   

固定資産売却損 141 3,378

固定資産除却損 13 1,535

減損損失 285 －

過年度増値税等 10,832 －

災害による損失 6,856 349,242

特別損失合計 18,129 354,156

税金等調整前四半期純損失（△） △7,208 △134,780

法人税、住民税及び事業税 5,768 3,492

法人税等調整額 △7,568 △12,155

法人税等合計 △1,799 △8,663

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,408 △126,116

四半期純損失（△） △5,408 △126,116
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △5,408 △126,116

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,183 492

為替換算調整勘定 10,349 68,402

その他の包括利益合計 8,165 68,895

四半期包括利益 2,757 △57,221

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,757 △57,221

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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