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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第49期

第３四半期連結
累計期間

第50期
第３四半期連結

累計期間
第49期

会計期間

自平成25年
　１月１日
至平成25年
　９月30日

自平成26年
　１月１日
至平成26年
　９月30日

自平成25年
　１月１日
至平成25年
　12月31日

売上高 （千円） 3,391,238 3,833,104 4,718,923

経常利益又は経常損失（△） （千円） △2,486 △133,459 31,560

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）
（千円） 8,461 △380,126 41,944

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 359,615 △353,480 463,492

純資産額 （千円） 1,235,176 1,063,159 1,389,052

総資産額 （千円） 6,159,735 6,114,902 6,325,603

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） 1.18 △44.80 5.67

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
（円） 1.17 － 5.65

自己資本比率 （％） 20.0 17.4 22.0

 

回次
第49期

第３四半期連結
会計期間

第50期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成25年
　７月１日
至平成25年
　９月30日

自平成26年
　７月１日
至平成26年
　９月30日

１株当たり四半期純損失金額

（△）
（円） △5.66 △35.53

　（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第50期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失金額であり、また潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生したリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に

記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】
当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判
断したものであります。

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来から続く円安・株高を背景に、一部の企業で収益の改

善や積極的な設備投資計画がみられるものの、原材料価格の上昇や消費増税後の消費反動減により景気回復の遅れ

が懸念されるなど、引き続き先行き不透明な状況で推移いたしました。

　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4億41百万円（13.0％）増の38億33百

万円となりました。

　損益につきましては、精密成形品その他事業において、フジセイキインドネシアの操業度が上がり原価率は改善

しつつあるものの、営業損失21百万円(前年同四半期は営業損失1億2百万円）、フジセイキインドネシアの開業費

償却を計上したことなどにより、経常損失1億33百万円(前年同四半期は経常損失2百万円）、関係会社整理損失引

当金繰入額を特別損失に計上したことなどで、四半期純損失3億80百万円(前年同四半期は四半期純利益8百万円）

となりました。

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

＜射出成形用精密金型及び成形システム事業＞

 自動車部品用精密金型の受注が増加したことなどにより、当セグメントの売上高は、15億98百万円（前年同四半

期比13.0％増）となり、操業度が向上したことなどで、営業利益30百万円（前年同四半期は営業損失1億45百万

円）となりました。

＜精密成形品その他事業＞

 自動車部品用成形品の受注が増加したことなどにより、当セグメントの売上高は、24億13百万円（前年同四半期

比22.1％増）となったものの、営業損失32百万円（前年同四半期は営業利益57百万円）となりました。

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。

(3) 研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は2百万円であります。なお、研究開発活動の状況に重要な変更

はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 23,720,000

計 23,720,000

 

②【発行済株式】

種類

第３四半期会計期間末

現在発行数（株）

（平成26年９月30日）

提出日現在発行数（株）

（平成26年11月14日）

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 9,054,000 9,054,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 9,054,000 9,054,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成26年７月１日～

平成26年９月30日
－ 9,054,000 － 1,034,180 － 85,588

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　　　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成26年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成26年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式     544,200 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   8,509,300 85,093 －

単元未満株式 普通株式         500 － －

発行済株式総数 9,054,000 － －

総株主の議決権 － 85,093 －

 

②【自己株式等】

平成26年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

不二精機株式会社
大阪市生野区巽東

４丁目４番37号
544,200 － 544,200 6.01

計 － 544,200 － 544,200 6.01

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、仰星監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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25年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 883,703 571,562

受取手形及び売掛金 1,086,744 1,344,229

製品 273,193 219,257

仕掛品 295,910 396,465

原材料及び貯蔵品 98,255 132,930

未収入金 303,549 151,749

繰延税金資産 43,892 6,670

その他 76,034 122,417

貸倒引当金 △4,600 △4,800

流動資産合計 3,056,684 2,940,483

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,039,769 980,115

機械装置及び運搬具（純額） 834,082 713,034

土地 543,445 447,035

リース資産（純額） 123,171 112,940

建設仮勘定 23,763 99,191

その他（純額） 261,202 392,444

有形固定資産合計 2,825,434 2,744,761

無形固定資産 73,745 69,966

投資その他の資産   

投資有価証券 64,954 65,744

繰延税金資産 8,962 12,867

その他 152,556 157,328

投資その他の資産合計 226,473 235,940

固定資産合計 3,125,653 3,050,668

繰延資産   

社債発行費 15,511 15,528

開業費 124,581 105,894

株式交付費 3,172 2,327

繰延資産合計 143,265 123,750

資産合計 6,325,603 6,114,902
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成25年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 640,688 746,854

短期借入金 1,907,584 1,660,963

1年内償還予定の社債 102,480 122,480

リース債務 20,993 23,077

未払金 151,020 123,734

未払法人税等 15,366 7,354

賞与引当金 53,619 64,332

製品保証引当金 17,263 17,478

その他 220,802 371,147

流動負債合計 3,129,818 3,137,422

固定負債   

社債 498,320 475,840

長期借入金 1,141,103 1,207,792

長期未払金 71 3

リース債務 100,722 83,431

繰延税金負債 30,157 28,812

退職給付引当金 3,987 5,064

役員退職慰労引当金 14,539 14,539

資産除去債務 17,832 17,889

関係会社整理損失引当金 － 80,946

固定負債合計 1,806,732 1,914,319

負債合計 4,936,550 5,051,742

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,021,593 1,034,180

資本剰余金 212,282 224,869

利益剰余金 77,760 △302,366

自己株式 △261,849 △261,849

株主資本合計 1,049,787 694,834

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,102 8,343

繰延ヘッジ損益 △140 △227

為替換算調整勘定 331,130 360,208

その他の包括利益累計額合計 339,091 368,325

新株予約権 173 －

純資産合計 1,389,052 1,063,159

負債純資産合計 6,325,603 6,114,902
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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25年１月１日
　至　平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 3,391,238 3,833,104

売上原価 2,885,506 3,161,251

売上総利益 505,732 671,852

販売費及び一般管理費 608,205 693,136

営業損失（△） △102,473 △21,283

営業外収益   

受取利息 1,350 1,029

受取配当金 423 268

為替差益 165,502 －

仕入割引 869 739

補助金収入 1,500 11,287

その他 4,762 562

営業外収益合計 174,408 13,887

営業外費用   

支払利息 50,071 57,868

為替差損 － 16,959

社債発行費償却 2,750 3,342

開業費償却 － 19,126

その他 21,598 28,766

営業外費用合計 74,421 126,064

経常損失（△） △2,486 △133,459

特別利益   

固定資産売却益 10,848 46,866

受取保険金 10,885 －

投資有価証券売却益 950 －

持分変動利益 － 1,470

特別利益合計 22,683 48,337

特別損失   

固定資産売却損 1,162 1,495

固定資産除却損 1,867 267

減損損失 － 71,948

関係会社整理損失引当金繰入額 － 179,574

特別損失合計 3,029 253,286

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（△）
17,167 △338,408

法人税、住民税及び事業税 14,186 8,260

法人税等調整額 △5,480 36,188

法人税等合計 8,706 44,448

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
8,461 △382,857

少数株主損失（△） － △2,730

四半期純利益又は四半期純損失（△） 8,461 △380,126
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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25年１月１日
　至　平成25年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
8,461 △382,857

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,559 240

繰延ヘッジ損益 △504 △86

為替換算調整勘定 349,100 29,221

その他の包括利益合計 351,154 29,376

四半期包括利益 359,615 △353,480

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 359,615 △350,892

少数株主に係る四半期包括利益 － △2,587
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【注記事項】

（追加情報）

　当社は、平成26年10月29日の取締役会で連結子会社である蘇州不二精机有限公司の操業を停止し、従業員の解雇

を実施することを決議いたしました。操業停止に伴い生じる損失見込額については、当第３四半期連結会計期間末

において、関係会社整理損失引当金繰入額及び減損損失として計上しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成25年１月１日
至 平成25年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年１月１日
至 平成26年９月30日）

減価償却費 204,495千円 215,482千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成25年１月１日　至平成25年９月30日）

　１．配当に関する事項

　該当事項はありません。

　２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成25年５月７日付で、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に新株予約権の割当

を実施いたしました。この新株予約権の行使の結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が47,828千

円、資本準備金が47,828千円それぞれ増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金996,420千円、資

本準備金47,828千円となっております。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成26年１月１日　至平成26年９月30日）

　１．配当に関する事項

　該当事項はありません。

　２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成25年１月１日　至平成25年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   (単位：千円)

 報告セグメント

合計
 

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

売上高    

外部顧客への売上高 1,414,765 1,976,473 3,391,238

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 1,414,765 1,976,473 3,391,238

セグメント利益又は損失（△） △145,491 57,767 △87,724

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 △87,724

セグメント間取引消去 △14,749

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △102,473

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成26年１月１日　至平成26年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   (単位：千円)

 報告セグメント

合計
 

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

売上高    

外部顧客への売上高 1,419,528 2,413,576 3,833,104

セグメント間の内部売上高
又は振替高

178,896 － 178,896

計 1,598,424 2,413,576 4,012,000

セグメント利益又は損失（△） 30,676 △32,137 △1,461

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 △1,461

セグメント間取引消去 △19,822

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △21,283
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産にかかる重要な減損損失）

　当社は平成26年10月29日開催の取締役会において子会社の操業停止を決議したことに伴い、「精密成形品

その他事業」において減損損失71,948千円計上しております。

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年９月30日）

(1)１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
1円18銭 △44円80銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
8,461 △380,126

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損

失金額（△）（千円）
8,461 △380,126

普通株式の期中平均株式数（千株） 7,194 8,484

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 1円17銭 －

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 30 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの

概要

－ －

（注）当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金
額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】
　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年11月12日

不二精機株式会社

取締役会　御中

 

仰星監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 髙　田　　篤　　印

 

 業務執行社員  公認会計士 里　見　　優 　 印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている不二精機株式会

社の平成26年１月１日から平成26年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成26年７月１日から平成

26年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。
 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、不二精機株式会社及び連結子会社の平成26年９月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。
 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

　（注）1.　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　2.　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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