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不二電機工業(株) (6654) 平成30年１月期 第１四半期決算短信(非連結)



１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や輸出、生産活動が持ち直すなど、緩やかな回

復基調が続きました。 

このような状況のもとで、当社は、国内では電力や一般産業、電鉄・車両業界、海外では東南アジアや中近東

各国を重点に営業活動を行った結果、前年に好調であった鉄道車両の保守整備向け戸閉め検出スイッチが減少し

ましたが、受変電設備向けサージアブソーバ端子台やＬＥＤ表示灯などが増加したことから、当第１四半期累計

期間の売上高は951百万円（前年同期比5.1％増）となりました。 

利益面におきましては、みなみ草津工場増築による減価償却費等の経費が増加しましたが、売上高が前年同期

を上回ったことから、営業利益は68百万円（前年同期比5.4％増）、経常利益は74百万円(前年同期比6.2％増)、

四半期純利益は77百万円（前年同期比70.6％増）となりました。 

 

売上の状況は次のとおりであります。 

なお、当社は、電気制御機器の製造加工及び販売事業のみであるため、売上の状況につきましては、製品分類

ごとに記載しております。 

（制御用開閉器） 

前年好調であった鉄道車両の保守整備向け戸閉め検出スイッチが減少しましたが、国内外の受変電設備向

けにカムスイッチや遮断器用補助スイッチが好調であったことから、売上高は262百万円（前年同期比0.1％

増）となりました。 

（接続機器） 

受変電設備向けサージアブソーバ端子台が増加したほか、試験用端子や断路端子台も好調であったことか

ら売上高は404百万円（前年同期比9.0％増）となりました。 

（表示灯・表示器） 

押しボタン式交通信号機用表示灯や受変電設備向けにＬＥＤ表示灯が増加しましたが、海外の受変電設備

向け落下式故障表示器やセマフォア表示器が伸びず、売上高は120百万円（前年同期比4.3％減）となりまし

た。 

（電子応用機器） 

新型の配電自動化子局用表示モジュールが採用されたほか、鉄道変電設備向けインターフェイスユニットや

テレフォンリレーも好調であったことから、売上高は163百万円（前年同期比11.9％増）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明

①資産

 当第１四半期会計期間末における資産は、前事業年度末比98百万円増加し、10,933百万円となりました。主

な要因は、現金及び預金の減少268百万円、受取手形及び売掛金の増加39百万円、電子記録債権の増加53百万

円、建物の増加994百万円ならびに有形固定資産のその他に含まれる建設仮勘定の減少788百万円等によるもの

であります。

②負債

 当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末比147百万円増加し、736百万円となりました。主な

要因は、買掛金の増加39百万円、未払法人税等の増加33百万円及び賞与引当金の増加48百万円等によるもので

あります。

③純資産

 当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末比49百万円減少し、10,196百万円となりました。

主な要因は、その他有価証券評価差額金の減少35百万円等によるものであります。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年１月期の業績予想につきましては、平成29年３月７日付「平成29年１月期 決算短信（非連結）」に

て発表致しました通期の業績予想に変更はございません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成29年１月31日) 
当第１四半期会計期間 
(平成29年４月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,463,313 3,194,448 

受取手形及び売掛金 1,192,109 ※１ 1,231,446 

電子記録債権 277,037 331,034 

有価証券 501,187 500,410 

製品 165,915 186,698 

仕掛品 379,590 392,025 

原材料 394,597 371,842 

その他 75,634 165,327 

流動資産合計 6,449,385 6,373,234 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 1,048,313 2,042,865 

土地 1,357,427 1,357,427 

その他（純額） 1,131,604 358,469 

有形固定資産合計 3,537,345 3,758,762 

無形固定資産 29,667 29,306 

投資その他の資産    

投資有価証券 803,878 749,423 

その他 15,011 22,720 

投資その他の資産合計 818,890 772,144 

固定資産合計 4,385,903 4,560,213 

資産合計 10,835,289 10,933,448 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成29年１月31日) 
当第１四半期会計期間 
(平成29年４月30日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 93,241 132,572 

短期借入金 150,000 150,000 

未払法人税等 33,924 67,803 

賞与引当金 64,855 113,302 

役員賞与引当金 － 920 

その他 109,520 144,476 

流動負債合計 451,540 609,075 

固定負債    

退職給付引当金 50,437 59,676 

その他 87,173 68,241 

固定負債合計 137,610 127,917 

負債合計 589,151 736,992 

純資産の部    

株主資本    

資本金 1,087,250 1,087,250 

資本剰余金 1,704,240 1,704,240 

利益剰余金 8,029,062 8,012,498 

自己株式 △816,477 △816,477 

株主資本合計 10,004,075 9,987,511 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 222,116 186,531 

評価・換算差額等合計 222,116 186,531 

新株予約権 19,946 22,412 

純資産合計 10,246,138 10,196,455 

負債純資産合計 10,835,289 10,933,448 
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（２）四半期損益計算書

（第１四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第１四半期累計期間 
(自 平成28年２月１日 

 至 平成28年４月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成29年２月１日 
 至 平成29年４月30日) 

売上高 905,882 951,758 

売上原価 574,746 611,408 

売上総利益 331,136 340,349 

販売費及び一般管理費 266,554 272,278 

営業利益 64,582 68,070 

営業外収益    

受取利息 1,584 845 

助成金収入 4,415 4,197 

その他 734 1,371 

営業外収益合計 6,734 6,414 

営業外費用    

支払利息 549 356 

為替差損 971 － 

その他 0 － 

営業外費用合計 1,522 356 

経常利益 69,794 74,129 

特別利益    

投資有価証券売却益 － 38,448 

特別利益合計 － 38,448 

特別損失    

固定資産除却損 92 70 

特別損失合計 92 70 

税引前四半期純利益 69,701 112,507 

法人税等 24,099 34,701 

四半期純利益 45,601 77,805 
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（追加情報）

繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当第１

四半期会計期間から適用しております。 

 

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

（四半期貸借対照表関係）

※１．四半期会計期間末日満期手形

四半期会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。な

お、当第１四半期会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が四半

期会計期間末残高に含まれております。

 

 
前事業年度

（平成29年１月31日）
当第１四半期会計期間
（平成29年４月30日）

受取手形 －千円 18,875千円

 

２．偶発債務 

 当社が加入する「京都機械金属厚生年金基金」（総合型）は平成26年２月20日開催の代議員会において特

例解散の方針を決議致しました。

 同基金の解散に伴い費用の発生が見込まれますが、解散に伴う費用の金額と業績に与える影響につきまし

ては、現時点においては不確定要素が多く、合理的な見積金額を算定することができません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  当社は、電気制御機器の製造加工及び販売事業のみであるため、セグメントの記載を省略しております。
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３．補足情報

生産、受注及び販売の状況

 当社は、電気制御機器の製造加工及び販売事業のみであるため、製品分類別に記載しております。 

[生産実績] 

当第１四半期累計期間の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 
当第１四半期累計期間 

（自 平成29年２月１日 
至 平成29年４月30日） 

前年同期比（％） 

制御用開閉器（千円） 280,103 153.1 

接続機器（千円） 443,824 101.1 

表示灯・表示器（千円） 135,097 69.9 

電子応用機器（千円） 163,406 91.1 

合計（千円） 1,022,431 102.8 

 （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]

当第１四半期累計期間の受注状況を製品分類別に示すと、次のとおりであります。 

製品分類 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％) 

制御用開閉器 271,690 103.0 169,623 98.2 

接続機器 416,336 107.3 141,057 100.8 

表示灯・表示器 145,957 110.8 116,915 146.6 

電子応用機器 468,638 249.6 393,568 291.0 

合計 1,302,623 134.1 821,164 155.6 

 （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。 
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[販売実績]

① 当第１四半期累計期間の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 
当第１四半期累計期間 

（自 平成29年２月１日 
至 平成29年４月30日） 

前年同期比（％） 

制御用開閉器（千円） 262,531 100.1 

接続機器（千円） 404,344 109.0 

表示灯・表示器（千円） 120,901 95.7 

電子応用機器（千円） 163,981 111.9 

合計（千円） 951,758 105.1 

 （注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

② 当第１四半期累計期間の販売実績を販売形態別に示すと、次のとおりであります。 

販売形態 
当第１四半期累計期間 

（自 平成29年２月１日 
至 平成29年４月30日） 

前年同期比（％） 

直接取引（千円） 778,936 112.3 

間接取引（千円） 172,822 81.4 

（うち、国内向け商社（千円）） （98,623） （93.4） 

（うち、海外向け商社（千円）） （74,199） （69.6） 

合計（千円） 951,758 105.1 

 （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．商社との取引か否かにより、直接取引及び間接取引を区分しております。ただし、一部の商社との

取引を直接取引に含めております。 

 ４．当第１四半期累計期間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7.8％となっております。 

販路 

当第１四半期累計期間 
（自 平成29年２月１日 

至 平成29年４月30日） 

金額（千円） 割合（％） 

東南アジア 34,860 47.0 

中近東 11,955 16.1 

中国 20,816 28.1 

欧州 1,711 2.3 

米国 4,855 6.5 

合計 74,199 100.0 

 

 

以 上
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