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 平成２０年１月期 決算短信（非連結）    平成２０年３月１４日 

 
上 場 会 社 名  不二電機工業株式会社 上場取引所 東証二部 
コ ー ド 番 号  ６６５４ ＵＲＬ http://www.fujidk.co.jp/ 
代 表 者  (役職名) 取締役社長         (氏名) 小西  正  
問合せ先責任者  (役職名) 常務取締役総務グループ部長 (氏名) 福永 孝一 ＴＥＬ (075)221－7978 
定時株主総会開催予定日  平成20年４月24日  配当支払開始予定日  平成20年４月25日 
有価証券報告書提出予定日 平成20年４月25日   

 
（百万円未満切捨て） 

１．２０年１月期の業績（平成19年２月１日～平成20年１月31日） 

(1) 経営成績                                    （％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円  ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年1月期 3,067 ( 2.1 ) 516 ( △9.7 ) 544 ( △2.8 ) 314 ( △4.3 )

19年1月期 3,004 ( 7.4 ) 572 ( 3.2 ) 560 ( △1.1 ) 328 ( △5.4 )
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自 己 資 本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
20年1月期 48.77 － 3.2 5.1 16.8 
19年1月期 50.98 － 3.4 5.2 18.6  

（参考） 持分法投資損益 20年1月期 －百万円 19年1月期 －百万円

 
(2) 財政状態 

 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 

20年1月期 10,648 9,752 91.6 1,512.50 
19年1月期 10,887 9,678 88.9 1,501.14  

（参考） 自己資本 20年1月期 9,752百万円 19年1月期 9,678百万円

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 
20年1月期 242 △174 △205 606 
19年1月期 354 △253 △212 743 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
純資産 
配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 
19年1月期 8.00 22.00 30.00 193 58.8 2.0 
20年1月期 10.00 15.00 25.00 161 51.3 1.7 
21年1月期（予想） 10.00 15.00 25.00  59.9   
（注） 19年１月期期末配当金の内訳 普通配当 12円00銭 東証二部上場記念配当 10円00銭

 
３．２１年１月期の業績予想（平成20年２月１日～平成21年１月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 
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

中間期 1,589 ( 5.2 ) 186 (△31.6 ) 199 ( △30.1 ) 118 ( △29.1 ) 18.38 
通 期 3,250 ( 6.0 ) 427 (△17.2 ) 452 ( △16.9 ) 269 ( △14.5 ) 41.72 
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４．その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

② ①以外の変更        ： 無 

[(注)詳細は、12 ページ「重要な会計方針の変更」をご覧下さい。] 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年1月期 6,669,000株 19年1月期 6,669,000株 

② 期末自己株式数 20年1月期 221,303株 19年1月期 221,303株 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、17 ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

 

※ 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

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績 (1) 経営

成績に関する分析」をご覧下さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

(当期の経営成績) 

① 全般的概況 

当事業年度におけるわが国経済は、企業の生産と輸出及び設備投資が堅調に推移し、雇用拡大や所得増

などで緩やかな拡大基調を続けましたが、後半になって、サブプライムローン問題による米国経済の減速

の影響や、建築基準法改正に伴う住宅投資の落ち込みなど下押し要因が出始め、原油の高騰による原材料

高も加わり、先行きは不透明感が強まってまいりました。 

当社の主要ユーザーである重電メーカーは、国内電力会社の好調な設備投資を背景に受注を増やし、海

外でも、米国、欧州、中近東、中国、東南アジアなどの国・地域における電力関連事業や交通・鉄道関連

事業などで受注を増やしております。 

このような状況のもとで、当社は、電力会社向けを中心とする重電機器市場での拡販、海外市場の開拓

及び一般産業市場の開拓に取り組み、重電機器市場では計画どおりの成果を収めましたが、海外市場及び

一般産業市場では計画を下回り、当事業年度の売上高は3,067百万円（前年同期比2.1％増）となりました。 

また、利益面におきましては、新製品の早期開発やリードタイム短縮など、開発・生産体制の整備及び

コストダウンに取り組みましたが、材料費の値上がりや減価償却費の増加、人件費をはじめとする販売費

及び一般管理費の増加で、営業利益は516百万円（前年同期比9.7％減）、経常利益は544百万円（前年同期

比2.8％減）、当期純利益は314百万円（前年同期比4.3％減）となりました。 

② 製品分類別概況 

・制御用開閉器 

主力のカムスイッチは、海外向けが不振でしたが、国内の電力向け配電自動化子局の遠方制御器用な

どが好調に推移するとともに、受変電設備の遮断器用補助スイッチや鉄道車両用切替えスイッチなどが

堅調に推移したことから、売上高は 859 百万円（前年同期比 6.3％増）となりました。 

・接続機器 

角形コネクタは、ガス絶縁開閉装置や受変電設備の遮断器用が好調に推移いたしましたが、公共投資

の減少で水処理施設用ねじアップ式端子台をはじめとする端子台全般が低調に推移したことから、売上

高は1,300百万円（前年同期比0.1％減）となりました。 

・表示灯・表示器 

電磁式表示器では、国内、海外の変電設備向け落下式故障表示器が低調に推移し、ＬＥＤ式表示灯は

国内の競争激化により減少するなど、全般に低調に推移したことから、売上高は 474 百万円（前年同期

比 11.8％減）となりました。 

・電子応用機器 

電力及び電鉄各社の変電設備向けにＩ／Ｏターミナルや新型のアナンシェータが好調に推移し、テレ

フォンリレーや配電自動化子局用設定パネルなどが堅調に推移したことから、売上高は 433 百万円（前

年同期比 21.4％増）となりました。 
 

(次期の見通し) 

次期の経済見通しにつきましては、原油価格の急騰や米国経済への不安、急速な円高・ドル安などを背景

に、成長が鈍化するという懸念が強まっておりますが、重電機器の需要は、国内の電力業界の好調な設備投

資や、海外における電力関連事業や鉄道関連事業といったインフラ整備事業に支えられ、好調が持続すると

予測しております。 

売上高は、電力業界向けに開発した配線脱落防止端子台をはじめ、重電機器向けのガス絶縁開閉装置（GIS）

用角形コネクタ、テレフォンリレー、Ｉ／Ｏターミナル、アナンシェータ、一般産業向けの省配線電気制御

機器「TERMINAL－COMシリーズ」などが売上増に寄与すると期待しております。 

利益面につきましては、生産の効率化、経費節減などコストダウンに取り組みますが、原材料高、減価償

却費の増加、人件費をはじめとする販売費及び一般管理費などの増加を吸収しきれない見通しであります。 

このような状況で、当社の業績は、売上高3,250百万円（前年同期比6.0％増）、営業利益427百万円（前年

同期比17.2％減）、経常利益452百万円（前年同期比16.9％減）、当期純利益269百万円（前年同期比14.5％減）

を見込んでおります。 
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(中期経営計画等の進捗状況) 

当社では、次事業年度（平成21年１月期）から、新中期経営３ヵ年計画をスタートいたしました。 終と

なる平成23年１月期には売上高3,550百万円（平成20年１月期比15.7％増）を計画しております。 

中期計画を達成するために、営業強化はもちろん、研究開発、生産体制、内部管理体制など、あらゆる面

での強化充実を図り、景気変動に左右されない強固な企業体質を築いていく方針であります。 

また、技術者をはじめ、各分野で専門的なスキルを備えた人員を増強し、制御用開閉器、接続機器、表示

灯・表示器、電子応用機器の製品４分類を徹底して強化するとともに、新規分野への進出も視野に入れて事

業拡大を図ってまいります。 
 

(目標とする経営指標の達成状況) 

当社では、企業価値及び株主共同の利益を確保し、または向上させるため、自己資本当期純利

益率（ROE）及び１株当たり当期純利益（EPS）を経営指標とし、ROE 6.0％以上、EPS 80円以上を

目標としております。 

当事業年度におけるROE及びEPSは、それぞれ3.2％（対目標数値比46.7％減）、48円77銭（対目

標数値比39.0％減）となりました。 

目標数値を下回った主な要因は、３ページ「１．経営成績 (1) 経営成績に関する分析（当期の

経営成績）」に記載のとおり、製造経費等の増加によるものであります。 
 

(2) 財政状態に関する分析 

(資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析) 

① 資産、負債、純資産 

当事業年度における総資産は、前事業年度末に比べ238百万円減少し、10,648百万円となりま

した。主な要因は、現金及び預金の減少136百万円、売掛金の増加42百万円、有価証券の増加898

百万円、建物の減少45百万円及び投資有価証券の減少957百万円等によるものであります。 

負債は、前事業年度末に比べ312百万円減少し、896百万円となりました。主な要因は、未払法

人税等の減少128百万円及び役員退職慰労引当金の減少154百万円等によるものであります。 

純資産は、前事業年度末に比べ73百万円増加し、9,752百万円となりました。主な要因は、利

益剰余金108百万円の増加及びその他有価証券評価差額金34百万円の減少によるものです。 

② キャッシュ・フロー 

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動の結果得られ

た資金で投資活動及び財務活動の資金を賄った結果、前事業年度末に比べ136百万円減少し、当

事業年度末には606百万円となりました。 

また当事業年度における各キャッシュ・フロ－は次のとおりであります。 

[営業活動によるキャッシュ・フロ－] 

当事業年度において営業活動による資金の増加は、242百万円（前年同期比31.5％減）とな

りました。 

主なプラス要因は、税引前当期純利益535百万円、減価償却費192百万円等であり、主なマイ

ナス要因は、役員退職慰労引当金の減少額154百万円、仕入債務の減少額54百万円、法人税等の

支払額259百万円等であります。 

[投資活動によるキャッシュ・フロ－] 

当事業年度において投資活動による資金の減少は、174百万円（前年同期比31.3％減）とな

りました。 

主な要因は、新製品の金型製作をはじめとする金型投資103百万円及びホストサーバーシス

テム10百万円を含む有形固定資産の取得による支出170百万円等によるものであります。 

[財務活動によるキャッシュ・フロ－] 

当事業年度において財務活動による資金の減少は、205百万円（前年同期比3.3％減）とな

りました。 

要因は、配当金の支払額205百万円によるものであります。 
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 (キャッシュ・フロー関連指標の推移) 
 

 平成16年１月期 平成17年１月期 平成18年１月期 平成19年１月期 平成20年１月期

自己資本比率（％） 90.7 91.5 89.7 88.9 91.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 44.9 55.2 83.6 63.4 44.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 0.5 0.3 0.3 0.5 0.7 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ（倍） 136.7 193.3 244.5 131.9 73.6 

（注）自己資本比率            ：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率      ：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・ガバレッジ・レシオ  ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※ 当社は非連結であるため、いずれも単独ベースの財務数値により計算しております。 
※ 有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 
※ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動におけるキャッシュ・フ

ロー」及び「利息の支払額」を用いております。 
※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、上場以来、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と認識しており、経営成績の向上

及び財務体質の強化を図りつつ、業績に応じた成果配分を継続的に行うことを配当政策の基本方

針とし、普通配当を維持するとともに、記念配当、特別配当をもって、配当性向50％を目標にし

てまいりました。 

また、内部留保金は、企業価値の向上に向けて、技術開発、人材育成、ＩＴ（情報技術）化、生

産合理化など、成長投資のために引き続き有効活用する所存であります。 

当事業年度の配当金につきましては、経営目標とする重電機器市場の深耕、一般産業市場及び海

外市場の開拓がより進展できるものと見込み、また、安定した収益も見込めることから、普通配

当を５円増額し年間25円（中間配当10円を実施）を予定しております。この結果、当事業年度の

配当性向は51.3％、純資産配当率は1.7％となります。 

次事業年度の配当金につきましては、普通配当として年間25円（配当性向59.9％）を予定してお

ります。 

なお、当社は「取締役会の決議により、毎年７月31日を基準日として、中間配当を行うことがで

きる。」旨を定款に定めております。 
 

(4) 事業等のリスク 

平成19年１月期決算短信（平成19年３月８日開示）により開示を行った内容から重要な変更がな

いため、開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.fujidk.co.jp/ir/01_zaimujyouhou/01_tanshin.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 
http://tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 
２．企業集団の状況 

該当事項はありません。 
 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標 

平成19年１月期決算短信（平成19年３月８日開示）により開示を行った内容から重要な変更がな

いため、開示を省略しております。 

当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.fujidk.co.jp/ir/01_zaimujyouhou/01_tanshin.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 
http://tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社では、平成20年１月期から、「新たな成長への挑戦」を活動目標として、「攻めの経営」に転じる方針

を打ち出し、既存事業の強化拡充と新市場の開拓に積極的に取り組んでおります。 

既存事業では、生産のリードタイム短縮活動「Ｔｒｙ50」（トライ フィフティ）が第３期目に入り、着実

に成果を上げつつあり、平成19年６月には新製品を早期開発するため「総合開発支援プロジェクト」を発足

させました。開発及び生産のスピードアップでユーザーの信頼を得る体制を構築しております。 

新市場の開拓では、ベンチャー企業と共同開発した省配線電気制御機器「TERMINAL－COMシリーズ」の機種

も出揃い、受注活動を本格化いたします。引き続き、同業、異業種を問わず、事業提携等について前向きに

検討していく所存であります。 
 

(4) 会社の対処すべき課題 

新製品開発及び新市場の開拓などによる売上増と、人材の確保・育成、製品の不良防止、原材料価格の値

上がりへの対処などが経営上の重点課題と考え、前向きに取り組んでおります。 

重電機器市場は、国内、海外とも比較的、環境に恵まれておりますが、既存製品だけでは受注増に結び付

きにくく、重電機器市場向け及び新市場を開拓する新製品の早期開発が課題となります。 
優秀な人材の確保については、新卒及び中途採用を問わずリクルート活動に積極的に取り組んでおります。

人材育成面では、外部の管理職研修をはじめとする階層別研修を利用して人材育成に努めております。 
製品不良は、ユーザーの信頼をなくし、経営に大きな打撃を与えます。当社では「品質は一番確かなセー

ルスマン」という言葉を永久標語と定め、品質の重要性を全従業員に徹底し、営業、調達、生産、技術、品

質保証の各グループの連携を密にして不良製品の発生を未然に防止するよう心掛けております。 
原材料価格の値上がりについては、材料の見直しや生産の効率化などでコストアップを吸収する努力を続

けております。 
 

(5) その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．財務諸表 

 

(1）貸借対照表 

前事業年度 

(平成19年1月31日現在) 

当事業年度 

(平成20年1月31日現在) 
期別 

 

科目 金額（千円） 百分比

（％）
金額（千円） 百分比 

（％） 

増減 
(△は減) 

     

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

1. 現金及び預金 4,613,423 4,476,448  △136,974 

2. 受取手形 304,666 296,183  △8,483 

3. 売掛金 816,515 859,289  42,773 

4. 有価証券 739,634 1,638,162  898,527 

5. たな卸資産 731,959 725,353  △6,606 

6. 繰延税金資産 61,953 34,904  △27,049 

7. その他 25,686 20,813  △4,873 

8. 貸倒引当金 △1,818 △1,397  421 

流動資産合計 7,292,020 67.0 8,049,757 75.6 757,736 

     

Ⅱ 固定資産     

(1) 有形固定資産     

1. 建物 676,460 630,596  △45,863 

2. 土地 921,772 921,772  － 

3. 建設仮勘定 10,859 898  △9,960 

4. その他 298,742 322,801  24,058 

有形固定資産合計 1,907,834 17.5 1,876,069 17.6 △31,765 

     

(2) 無形固定資産      

1. ソフトウェア 20,954 13,067  △7,887 

2. その他 1,084 2,759  1,675 

無形固定資産合計 22,039 0.2 15,826 0.2 △6,212 

     

(3) 投資その他の資産      

1. 投資有価証券 1,349,558 392,282  △957,276 

2. 保険積立金 282,633 283,733  1,100 

3. その他 33,148 30,812  △2,336 

投資その他の資産合計 1,665,340 15.3 706,828 6.6 △958,512 

固定資産合計 3,595,214 33.0 2,598,724 24.4 △996,489 

資産合計 10,887,235 100.0 10,648,481 100.0 △238,753 
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前事業年度 

(平成19年1月31日現在) 

当事業年度 

(平成20年1月31日現在) 
期別 

 

科目 金額（千円） 百分比

（％）
金額（千円） 百分比 

（％） 

増減 
(△は減) 

     

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 1. 支払手形 362,969 325,133  △37,835

 2. 買掛金 91,131 74,181  △16,949

 3. 短期借入金 180,000 180,000  －

 4. 未払法人税等 136,014 7,910  △128,103

 5. 賞与引当金 39,173 39,499  325

 6. 役員賞与引当金 20,400 17,875  △2,525

 7. その他 144,185 133,414  △10,770

流動負債合計 973,873 8.9 778,014 7.3 △195,858

    

Ⅱ 固定負債    

 1. 繰延税金負債 28,595 66,458  37,863

 2. 役員退職慰労引当金 205,890 51,862  △154,028

固定負債合計 234,485 2.2 118,320 1.1 △116,164

負債合計 1,208,358 11.1 896,335 8.4 △312,022

     

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 1. 資本金  1,087,250 10.0 1,087,250 10.2 －

 2. 資本剰余金     

 ( 1 ) 資本準備金 1,704,240 1,704,240  －

  資本剰余金合計  1,704,240 15.6 1,704,240 16.0 －

 3. 利益剰余金     

 ( 1 ) 利益準備金 271,812 271,812  －

 ( 2 ) その他利益剰余金    

  配当平均積立金 400,000 400,000  －

  別途積立金 5,750,000 5,900,000  150,000

  繰越利益剰余金 418,006 376,132  △41,873

  利益剰余金合計  6,839,819 62.8 6,947,945 65.2 108,126

 4. 自己株式  △113,229 △1.0 △113,229 △1.0 －

 株主資本合計 9,518,079 87.4 9,626,205 90.4 108,126

     

Ⅱ 評価・換算差額等    

 1. その他有価証券評価差額金 160,797 1.5 125,940 1.2 △34,857

 評価・換算差額等合計 160,797 1.5 125,940 1.2 △34,857

純資産合計 9,678,876 88.9 9,752,145 91.6 73,268

負債純資産合計 10,887,235 100.0 10,648,481 100.0 △238,753
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(2）損益計算書 

前事業年度 

自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日 

当事業年度 
自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日 

期別 
 
 

科目 金額（千円） 百分比

（％）
金額（千円） 百分比 

（％） 

増減 
(△は減) 

      

Ⅰ 売上高 3,004,256 100.0 3,067,432 100.0 63,175 

Ⅱ 売上原価 1,719,812 57.2 1,805,610 58.9 85,797 

売上総利益 1,284,444 42.8 1,261,821 41.1 △22,622 

     

Ⅲ 販売費及び一般管理費 712,203 23.8 745,205 24.3 33,001 

営業利益 572,240 19.0 516,616 16.8 △55,624 

     

Ⅳ 営業外収益 21,099 0.7 31,454 1.1 10,355 

     

Ⅴ 営業外費用 33,107 1.1 3,258 0.1 △29,848 

経常利益 560,232 18.6 544,812 17.8 △15,420 

     

Ⅵ 特別利益 2,088 0.1 421 0.0 △1,667 

     

Ⅶ 特別損失 4,653 0.1 9,730 0.3 5,077 

税引前当期純利益 557,667 18.6 535,502 17.5 △22,164 

法人税、住民税及び事業税 249,155 8.3 132,470 4.3 △116,685 

法人税等調整額 △20,221 △0.6 88,580 2.9 108,801 

当期純利益 328,733 10.9 314,452 10.3 △14,280 
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(3）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

（単位：千円未満切捨） 

株主資本 
評価・換

算差額等

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

利益 

準備金 配当平均

積立金

別途 

積立金

繰越利益

剰余金

利益 

剰余金

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

その他

有価証券

評価 

差額金

純資産

合計 

平成18年１月31日残高 1,087,250 1,704,240 271,812 400,000 5,600,000 470,509 6,742,321 △113,120 9,420,691 198,524 9,619,215

事業年度中の変動額    

剰余金の配当(期末)(注)  △161,194 △161,194  △161,194 △161,194

剰余金の配当(中間)  △51,581 △51,581  △51,581 △51,581

役 員 賞 与（注）  △18,460 △18,460  △18,460 △18,460

当 期 純 利 益  328,733 328,733  328,733 328,733

自 己 株 式 の 取 得  △108 △108 △108

別途積立金の積立（注）  150,000 △150,000 －  － －

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

   △37,726 △37,726

事業年度中の変動額合計 － － － － 150,000 △52,502 97,497 △108 97,388 △37,726 59,661

平成19年１月31日残高 1,087,250 1,704,240 271,812 400,000 5,750,000 418,006 6,839,819 △113,229 9,518,079 160,797 9,678,876

（注） 平成18年４月26日開催の第48回定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

当事業年度（自 平成19年２月１日 至 平成20年１月31日） 

（単位：千円未満切捨） 

株主資本 
評価・換

算差額等

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 

準備金 

利益 

準備金 配当平均

積立金

別途 

積立金

繰越利益

剰余金

利益 

剰余金

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

その他

有価証券

評価 

差額金

純資産

合計 

平成19年１月31日残高 1,087,250 1,704,240 271,812 400,000 5,750,000 418,006 6,839,819 △113,229 9,518,079 160,797 9,678,876

事業年度中の変動額    

剰 余 金 の 配 当  △206,326 △206,326  △206,326 △206,326

当 期 純 利 益  314,452 314,452  314,452 314,452

別途積立金の積立  150,000 △150,000 －  － －

株主資本以外の項

目の事業年度中の

変動額（純額） 

   △34,857 △34,857

事業年度中の変動額合計 － － － － 150,000 △41,873 108,126 － 108,126 △34,857 73,268

平成20年１月31日残高 1,087,250 1,704,240 271,812 400,000 5,900,000 376,132 6,947,945 △113,229 9,626,205 125,940 9,752,145

 



不二電機工業㈱ （6654） 平成 20 年１月期決算短信（非連結） 

- 11 –  

 
(4）キャッシュ・フロー計算書 

前事業年度 

自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日 

当事業年度 
自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日 

期別 
 
 

科目 金額（千円） 金額（千円） 

増減 
(△は減) 

    

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益 557,667 535,502 △22,164 

減価償却費 153,284 192,120 38,836 

貸倒引当金の増減額（減少：△） △5,529 △421 5,108 

役員賞与引当金の増減額（減少：△） 20,400 △2,525 △22,925 

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 6,047 △154,028 △160,075 

受取利息及び配当金 △12,345 △24,633 △12,288 

支払利息 2,647 3,258 610 

有形固定資産除却損 4,653 9,730 5,077 

売上債権の増減額（増加：△） △81,768 △34,289 47,478 

たな卸資産の増減額（増加：△） △72,242 6,606 78,849 

仕入債務の増減額（減少：△） 79,001 △54,785 △133,786 

役員賞与の支払額 △18,460 － 18,460 

その他 △10,197 9,192 19,390 

小計 623,157 485,728 △137,429 

利息及び配当金の受取額 8,511 20,046 11,535 

利息の支払額 △2,685 △3,299 △613 

法人税等の支払額 △274,790 △259,697 15,092 

営業活動によるキャッシュ・フロー 354,193 242,778 △111,414 

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 △6,940,000 △7,740,000 △800,000 

定期預金の払戻による収入 6,740,000 7,740,000 1,000,000 

有価証券の取得による支出 △739,188 △737,336 1,852 

有価証券の売却による収入 740,000 740,000 － 

有形固定資産の取得による支出 △73,047 △170,096 △97,048 

無形固定資産の取得による支出 △942 △5,649 △4,706 

その他 19,608 △1,100 △20,708 

投資活動によるキャッシュ・フロー △253,569 △174,182 79,387 

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の買取による支出 △108 － 108 

配当金の支払額 △212,506 △205,570 6,935 

財務活動によるキャッシュ・フロー △212,614 △205,570 7,044 

Ⅳ．現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △111,991 △136,974 △24,983 

Ⅴ．現金及び現金同等物の期首残高 855,414 743,423 △111,991 

Ⅵ．現金及び現金同等物の期末残高 743,423 606,448 △136,974 
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(5）重要な会計方針 

期別 
 
項目 

前事業年度 
自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日 

当事業年度 
自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日 

１．引当金の計上基準 (1) 退職給付引当金 

従業員の退職金の支給に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

当社は、適格退職年金制度及び中小企

業退職金共済制度を採用しており、当事

業年度末においては、拠出額等のうち、

22,649千円を前払年金費用として投資

その他の資産の「その他」に計上してお

ります。 

(1) 退職給付引当金 

従業員の退職金の支給に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

当社は、適格退職年金制度及び中小企

業退職金共済制度を採用しており、当事

業年度末においては、拠出額等のうち、

21,360千円を前払年金費用として投資

その他の資産の「その他」に計上してお

ります。 

なお、上記引当金の計上基準以外は、最近の有価証券報告書（平成19年４月26日提出）における記載から重要な変更がな

いため開示を省略しております。 

 
(6）重要な会計方針の変更 

前事業年度 
自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日 

当事業年度 
自 平成19年２月１日 
至 平成20年１月31日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）を適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

当事業年度より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。これ

により、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は20,400

千円減少しております。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は、9,678,876千円

であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 

 

 （減価償却資産の減価償却の方法） 

当事業年度より法人税法の改正（（所得税法等の一部を改

正する法律 平成19年３月30日法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日政令第83

号））に伴い、平成19年４月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は

10,227千円減少しております。 
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(7）財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 

（平成19年１月31日現在） 

当事業年度 

（平成20年１月31日現在） 

１．有形固定資産の減価償却累計額 3,552,655千円 １．有形固定資産の減価償却累計額 3,622,873千円 

２．担保に供している資産ならびに担保付債務は、次のとおりで

あります。 

２．担保に供している資産ならびに担保付債務は、次のとおりで

あります。 

（担保に供している資産） （担保に供している資産） 

  建物 181,702千円 建物 171,822千円

  土地 7,828千円 土地 7,828千円

  投資有価証券 33,210千円 投資有価証券 22,626千円

  合計 222,740千円 合計 202,276千円

（上記に対応する債務金額） （上記に対応する債務金額） 

  短期借入金 180,000千円 短期借入金 180,000千円

 
(損益計算書関係) 

前事業年度 

自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日 

当事業年度 

自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日 

１．営業外収益の主な内訳 １．営業外収益の主な内訳 

  受取利息 4,762千円 受取利息 14,203千円

  有価証券利息 3,717千円 有価証券利息 5,403千円

  受取配当金 3,865千円 受取配当金 5,027千円

  受取賃貸料 4,364千円 受取賃貸料 4,258千円

２．営業外費用の主な内訳 ２．営業外費用の主な内訳 

  支払利息 2,647千円 支払利息 3,258千円

  株式上場関連費用 30,459千円  

３．特別利益の主な内訳 ３．特別利益の主な内訳 

  償却債権取立益 85千円 貸倒引当金戻入益 421千円

  貸倒引当金戻入益 2,002千円  

４．特別損失の主な内訳 ４．特別損失の主な内訳 

  固定資産除却損 4,653千円 固定資産除却損 9,730千円

  （内訳）建物 10千円 （内訳）建物 4,518千円

  機械及び装置 3,322千円 機械及び装置 541千円

  車両運搬具 315千円 車両運搬具 68千円

  工具、器具及び備品 1,005千円 工具、器具及び備品 4,601千円
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度（自 平成 18 年２月１日 至 平成 19 年１月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株
式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末株
式数（株） 

発行済株式数     

普通株式 6,669,000 － － 6,669,000 

合計 6,669,000 － － 6,669,000 

自己株式     

普通株式 221,223 80 － 221,303 

合計 221,223 80 － 221,303 

（注）自己株式の普通株式の増加80株は、単元未満株式の買取請求による増加であります。 
 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり配

当額（円） 
基準日 効力発生日  

平成18年４月26日 

定時株主総会 
普通株式 161,194 25 平成18年１月31日 平成18年４月27日  

平成18年９月15日 

取締役会 
普通株式 51,581 ８ 平成18年７月31日 平成18年10月６日  

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり配

当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年４月25日 

定時株主総会 
普通株式 141,849 利益剰余金 22 平成19年１月31日 平成19年４月26日

 
当事業年度（自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株
式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末株
式数（株） 

発行済株式数     

普通株式 6,669,000 － － 6,669,000 

合計 6,669,000 － － 6,669,000 

自己株式     

普通株式 221,303 － － 221,303 

合計 221,303 － － 221,303 
 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 
 

３．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり配

当額（円） 
基準日 効力発生日  

平成19年４月25日 

定時株主総会 
普通株式 141,849 22 平成19年１月31日 平成19年４月26日  

平成19年９月11日 

取締役会 
普通株式 64,476 10 平成19年７月31日 平成19年10月９日  

 
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり配

当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成20年４月24日 

定時株主総会 
普通株式 96,715 利益剰余金 15 平成20年１月31日 平成20年４月25日
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(キャッシュ・フロー計算書関係) 

前事業年度 

自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日 

当事業年度 

自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成19年１月31日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成20年１月31日現在）

 現金及び預金勘定 4,613,423千円 現金及び預金勘定 4,476,448千円

 預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △ 3,870,000千円 預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △ 3,870,000千円

 現金及び現金同等物 743,423千円 現金及び現金同等物 606,448千円

 
 

(有価証券関係) 
前事業年度（平成 19 年１月 31 日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
株式 172,273 445,088 272,815 

（1）株式 8,420 8,100 △ 320 

（2）債券 

国債 

 

898,888 

 

896,370 

 

△ 2,518 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

計 907,309 904,470 △ 2,839 

合計 1,079,583 1,349,558 269,975 
 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 
 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

利付金融債券で割引の方法により発行された債券 739,634 

合計 739,634 
 

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 １年以内（千円） 
１年超５年以内 

（千円） 

５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円） 

債券 

国債等 

 

739,634 

 

896,370 

 

－ 

 

－ 

 
当事業年度（平成 20 年１月 31 日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
株式 170,807 383,032 212,224 

（1）株式 9,886 9,250 △636 

（2）債券 

国債 

 

899,717 

 

899,580 

 

△137 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

計 909,603 908,830 △773 

合計 1,080,411 1,291,862 211,451 
 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 
 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

利付金融債券で割引の方法により発行された債券 738,582 

合計 738,582 
 

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 １年以内（千円） 
１年超５年以内 

（千円） 

５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円） 

債券 

国債等 

 

1,638,162 

 

－ 

 

－ 

 

－ 
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(持分法投資損益等関係) 

前事業年度（自 平成 18 年２月１日 至 平成 19 年１月 31 日） 

該当事項はありません。 
 

当事業年度（自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

(税効果会計関係) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 

 前事業年度 

（平成19年１月31日現在） 

当事業年度 

（平成20年１月31日現在）

 （千円） （千円） 
① 流動の部   

繰延税金資産   

たな卸資産評価損否認 33,014 14,039 

賞与引当金損金算入限度超過額 15,841 15,973 

未払事業税否認 11,225 2,456 

その他 1,872 2,435 

繰延税金資産の純額 61,953 34,904 

   

② 固定の部   

繰延税金資産   

役員退職慰労引当金損金算入限度超過額 83,261 20,972 

その他 6,480 6,772 

繰延税金資産合計 89,742 27,745 

繰延税金負債   

退職給付引当金 △9,159 △8,638 

その他有価証券評価差額金 △109,178 △85,566 

繰延税金負債合計 △118,337 △94,204 

繰延税金資産（△：負債）の純額 △28,595 △66,458 
 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に、重要な差異はありません。 

 

(退職給付関係) 

１．退職給付制度の概要 

当社は、適格退職年金制度及び中小企業退職金共済制度を採用しております。また京都機械金属厚生

年金基金に加入しております。 
 

２．退職給付債務に関する事項 
 

 前事業年度 

（平成19年１月31日現在） 

当事業年度 

（平成20年１月31日現在）

 （千円） （千円） 
退職給付債務 △115,359 △126,330 
年金資産残高 138,009 147,690 
前払年金費用 22,649 21,360 

 
（注）1．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

2．当社は京都機械金属厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職給

付会計実務指針 33 項の例外処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうち当社

の掛金拠出割合に基づく期末の年金資産残高は、第 49 期事業年度末 529,937 千円、第 50

期事業年度末 494,401 千円であります。 
 

３．退職給付費用に関する事項 
 

 
前事業年度 

自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日 

当事業年度 

自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日 

 （千円） （千円） 
勤務費用 9,570 11,525 

退職給付費用 9,570 11,525 
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(１株当たり情報) 
前事業年度 

自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日 

当事業年度 

自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日 

 １株当たり純資産額 1,501円14銭 １株当たり純資産額 1,512円50銭

 １株当たり当期純利益 50円98銭 １株当たり当期純利益 48円77銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前事業年度 

自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日 

当事業年度 

自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日 

純資産の部の合計額（千円） 9,678,876 9,752,145 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 9,678,876 9,752,145 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（千株） 
6,447 6,447 

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前事業年度 

自 平成18年２月１日 

至 平成19年１月31日 

当事業年度 

自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日 

当期純利益（千円） 328,733 314,452 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 328,733 314,452 

期中平均株式数（千株） 6,447 6,447 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

 

(開示の省略) 

リース取引、デリバティブ取引、関連当事者との取引、ストック・オプション等、企業結合等については、

該当事項がないため開示を省略しております。 



不二電機工業㈱ （6654） 平成 20 年１月期決算短信（非連結） 

- 18 –  

 
５．その他 

(1) 役員の異動 

平成20年３月14日開催の取締役会において、下記の通り役員等の異動を内定いたしましたのでお知らせい

たします。 

 

[取締役、監査役の異動] 

本件につきましては、平成20年４月24日開催予定の第50回定時株主総会及び総会後開催の取締役会ならび

に監査役会により、同日付で正式に選任される予定です。 

 

① 新任取締役候補者（平成20年４月24日付） 

新役職名 氏名 旧役職名 

取締役 

上席執行役員 生産統括 

兼 生産グループ部長 

志 萱 章 宏 
生産統括執行役員 

兼 生産グループ部長 

 

② 新任監査役候補者（平成20年４月24日付） 

新役職名 氏名 旧役職名 

常勤監査役 柾   道 信 取締役 営業部門担当 

 

③ 辞任予定取締役 （平成20年４月24日付） 

柾   道 信（取締役 営業部門担当） 

 

④ 退任予定監査役 （平成20年４月24日付） 

窪 池 利 夫（常勤監査役） 

 

[その他の異動] 

本件につきましては、平成20年４月24日付の異動となります。 

新役職名 氏名 旧役職名 

上席執行役員 調達担当 

兼 調達グループ部長 
黄 瀬   昇 

調達担当執行役員 

兼 調達グループ部長 

上席執行役員 技術担当 

兼 技術グループ部長 
北 野   洋 

技術担当執行役員 

兼 技術グループ部長 

内部監査室長 窪 池 利 夫 常勤監査役 
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(2) 生産、受注及び販売の状況 

[生産実績] 

当事業年度における生産実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。 

製品分類 

当事業年度 

自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日 

前年同期比（％） 

制御用開閉器（千円） 896,493 8.8 ％ 

接続機器（千円） 1,295,444 △3.7 

表示灯・表示器（千円） 453,225 △20.2 

電子応用機器（千円） 417,685 15.2 

合計（千円） 3,062,848 △1.2 

（注）１．金額は販売価格で表示しております。 
２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 
[受注状況] 

当事業年度における受注状況を製品分類別に示すと、次のとおりであります。 
当事業年度 

自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日 
製品分類 

受注高 前年同期比 受注残高 前年同期比 

制御用開閉器（千円） 861,892 8.1 ％ 98,284 2.7 ％ 

接続機器（千円） 1,313,913 1.8 100,322 15.9 

表示灯・表示器（千円） 480,002 △8.7 38,788 16.8 

電子応用機器（千円） 465,342 21.6 94,198 51.0 

合計（千円） 3,121,151 4.2 331,594 19.3 

（注）１．金額は販売価格で表示しております。 
２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 
[販売実績] 

① 当事業年度における販売実績を製品分類別に示すと、次のとおりであります。 

製品分類 

当事業年度 

自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日 

前年同期比（％） 

制御用開閉器（千円） 859,344 6.3 ％ 

接続機器（千円） 1,300,141 △0.1 

表示灯・表示器（千円） 474,421 △11.8 

電子応用機器（千円） 433,524 21.4 

合計（千円） 3,067,432 2.1 

（注）１．輸出高については、総販売実績に占める割合が 10％未満であるため、省略しております。 
２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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② 当事業年度における販売実績を販路別に示すと、次のとおりであります。 

販路 

当事業年度 

自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日 

前年同期比（％） 

メーカー（千円） 2,003,048 3.8 ％ 

国内向け商社（千円） 742,385 2.0 

海外向け商社（千円） 321,998 △7.1 

合計（千円） 3,067,432 2.1 

（注）１．金額は販売価格で表示しております。 
２．上記金額には消費税等は含まれておりません。 
３．当事業年度の海外向け商社の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 

なお、海外向け商社への販売実績は、総販売実績の 10.5％となっております。 

販路 

当事業年度 

自 平成19年２月１日 

至 平成20年１月31日 

構成比（％） 

東南アジア（千円） 125,377 38.9 ％ 

中近東（千円） 104,631 32.5 

中国（千円） 91,989 28.6 

合計（千円） 321,998 100.0 

 

 
以  上 


