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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50期

第１四半期連結
累計期間

第51期
第１四半期連結

累計期間
第50期

会計期間

自平成26年
　１月１日
至平成26年
　３月31日

自平成27年
　１月１日
至平成27年
　３月31日

自平成26年
　１月１日
至平成26年
　12月31日

売上高 （千円） 1,136,454 1,331,443 5,234,062

経常利益又は経常損失（△） （千円） △85,421 23,620 26,155

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）
（千円） △53,683 26,626 △257,015

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △85,388 113,612 △169,845

純資産額 （千円） 1,331,253 1,363,873 1,250,260

総資産額 （千円） 6,204,078 6,365,047 6,411,297

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期（当期）純損失

金額（△）

（円） △6.36 3.13 △30.27

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 21.4 21.4 19.5

　（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１四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。

第51期第１四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、潜在株式が存在

しないため、記載しておりません。

第50期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当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１四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もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等の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１四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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢に改善が見られ、景気は緩やかな回復基

調にあるものの、海外においては新興国経済の成長に鈍化がみられるなど懸念材料もあり、依然として先行き不透

明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－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１四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比1億94百万円（17.2％）増の13億31百

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、原価率が改善したことなどにより、

営業利益13百万円(前年同四半期は営業損失46百万円）、為替差益が発生したことなどにより、経常利益23百万円

(前年同四半期は経常損失85百万円）、四半期純利益26百万円(前年同四半期は四半期純損失53百万円）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＞

 家電用精密金型が減少したものの、医療機器用及び食品容器用精密金型等が増加したことなどにより、当セグメ

ントの売上高は、5億59百万円（前年同四半期比48.9％増）となり、セグメント利益15百万円（前年同四半期はセ

グメント損失18百万円）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等が増加したことなどにより、当セグメントの売上高は、7億72百万円（前年同四半期比

1.5％増）となったものの、本格的な稼動に達していないPT.FUJI SEIKI INDONESIAの営業赤字の影響もあり、セグ

メント損失1百万円（前年同四半期はセグメント損失27百万円）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１四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１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は1百万円であります。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１四半期会計期間末

現在発行数（株）

（平成27年３月31日）

提出日現在発行数（株）

（平成27年５月15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27年１月１日～

平成27年３月31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１四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１四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12月31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12月31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 8,509,000 85,090 －

単元未満株式 普通株式       800 － －

発行済株式総数 9,054,000 － －

総株主の議決権 － 85,090 －

 

②【自己株式等】

（平成26年12月31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

四丁目４番37号
544,200 － 544,200 6.01

計 － 544,200 － 544,200 6.01

 

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、平成27年４月１日付で、次のとおり役職の異動を行っております。

役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役副社長

グローバル事業部・海外事業担当

専務取締役

グローバル事業部・海外事業担当
宮﨑　正巳 平成27年４月１日

専務取締役

連結管理担当

常務取締役

連結管理担当
山本　幸司 平成27年４月１日
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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１四半期連結会計期間（平成27年１月１日から平

成27年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年３月31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26年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成27年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 829,824 857,874

受取手形及び売掛金 1,239,736 1,012,376

電子記録債権 72,698 127,185

製品 243,284 229,460

仕掛品 377,289 377,166

原材料及び貯蔵品 111,175 154,783

未収入金 442,779 329,997

繰延税金資産 7,058 9,398

その他 96,859 120,999

貸倒引当金 △6,300 △5,300

流動資産合計 3,414,407 3,213,944

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 700,533 729,483

機械装置及び運搬具（純額） 743,705 744,254

土地 447,035 447,035

リース資産（純額） 286,232 354,989

建設仮勘定 70,973 66,018

その他（純額） 301,267 342,494

有形固定資産合計 2,549,747 2,684,276

無形固定資産 73,077 76,993

投資その他の資産   

投資有価証券 67,906 67,539

繰延税金資産 14,466 16,102

その他 169,865 184,063

投資その他の資産合計 252,239 267,705

固定資産合計 2,875,063 3,028,975

繰延資産   

社債発行費 14,321 13,114

開業費 105,527 107,385

株式交付費 1,977 1,627

繰延資産合計 121,826 122,127

資産合計 6,411,297 6,365,047
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年12月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成27年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 841,781 784,090

短期借入金 1,645,647 1,648,902

1年内償還予定の社債 122,480 300,080

リース債務 33,576 45,694

未払金 237,781 207,816

未払法人税等 23,674 23,506

賞与引当金 57,833 54,104

製品保証引当金 8,533 9,163

その他 306,214 257,500

流動負債合計 3,277,522 3,330,859

固定負債   

社債 465,840 237,000

長期借入金 1,098,423 1,057,853

長期未払金 1 －

リース債務 250,409 307,355

繰延税金負債 29,020 25,505

役員退職慰労引当金 14,539 14,539

退職給付に係る負債 5,898 7,018

資産除去債務 19,380 21,043

固定負債合計 1,883,514 1,670,314

負債合計 5,161,036 5,001,173

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,034,180 1,034,180

資本剰余金 224,869 224,869

利益剰余金 △179,254 △152,628

自己株式 △261,849 △261,849

株主資本合計 817,945 844,572

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,615 9,309

為替換算調整勘定 421,753 509,416

その他の包括利益累計額合計 431,369 518,726

少数株主持分 945 575

純資産合計 1,250,260 1,363,873

負債純資産合計 6,411,297 6,365,047
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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１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年３月31日)

売上高 1,136,454 1,331,443

売上原価 951,376 1,076,395

売上総利益 185,078 255,047

販売費及び一般管理費 232,025 241,605

営業利益又は営業損失（△） △46,946 13,442

営業外収益   

受取利息 468 440

為替差益 360 47,000

その他 1,435 1,267

営業外収益合計 2,264 48,708

営業外費用   

支払利息 17,964 24,900

社債発行費償却 1,039 1,207

開業費償却 6,229 6,888

和解金 9,900 －

その他 5,606 5,533

営業外費用合計 40,739 38,530

経常利益又は経常損失（△） △85,421 23,620

特別利益   

持分変動利益 1,470 －

固定資産売却益 43,046 2,116

特別利益合計 44,517 2,116

特別損失   

固定資産除却損 5 91

特別損失合計 5 91

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（△）
△40,909 25,645

法人税、住民税及び事業税 2,050 6,105

法人税等調整額 11,726 △6,980

法人税等合計 13,776 △874

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（△）
△54,686 26,520

少数株主損失（△） △1,003 △106

四半期純利益又は四半期純損失（△） △53,683 26,626
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
　至　平成26年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年３月31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（△）
△54,686 26,520

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,389 △306

繰延ヘッジ損益 △329 －

為替換算調整勘定 △28,983 87,398

その他の包括利益合計 △30,702 87,092

四半期包括利益 △85,388 113,612

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △84,489 113,983

少数株主に係る四半期包括利益 △899 △370

 

 

 

 

 

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四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１四

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１四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日

至　平成26年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年３月31日）

減価償却費 68,197千円 65,658千円
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成26年１月１日　至平成26年３月31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 375,433 761,020 1,136,454

セグメント間の内部売上高
又は振替高

4,164 － 4,164

計 379,598 761,020 1,140,619

セグメント損失（△） △18,540 △27,641 △46,182

 

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 △46,182

セグメント間取引消去 △764

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △46,946

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成27年１月１日　至平成27年３月31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 559,085 772,357 1,331,443

セグメント間の内部売上高
又は振替高

28,035 － 28,035

計 587,121 772,357 1,359,478

セグメント利益又はセグメント損失
（△）

15,022 △1,154 13,867

 

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 13,867

セグメント間取引消去 △425

四半期連結損益計算書の営業利益 13,442
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（１株当たり情報）

　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及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年１月１日
至　平成26年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年３月31日）

 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（△）
△6円36銭 3円13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）
△53,683 26,626

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）
△53,683 26,626

普通株式の期中平均株式数（千株） 8,447 8,509

（注）前第１四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。
当第１四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、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27年５月13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27年１月１日から平成27年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成27年１月１日から平成

27年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年１月１日から平成27年３月31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27年３月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第１四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。
 

EDINET提出書類

不二精機株式会社(E02462)

四半期報告書

14/14


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（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
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（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１四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第１四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

