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　株主の皆さまには、日頃より多大なるご支援を
頂戴し、厚く御礼申し上げます。第60期（2018
年1月期）の決算について、ご報告申し上げます。
　当社は現在、目標売上高100億円を基軸とする
長期経営計画「Vision100」の達成に向け、設備
投資、新製品開発、新事業への挑戦など様々な取
り組みを進めております。当期は、電力業界での
設備投資の鈍化傾向が続く中、売上高は3,899百万
円（前期比3.4%増）となりましたが、利益面は営
業利益290百万円（前期比34.6%減）、経常利益
311百万円（前期比33.3%減）、当期純利益242
百万円（前期比20.1%減）となりました。利益面
の減少は、みなみ草津工場の増築による減価償却
費の増加や新製品の開発費増加が大きな要因です
が、いずれも先行的で積極的な投資であったと評
価しております。
　みなみ草津工場は、生産能力の向上と物流機能
の集約を目的に増築を行い、各工場の物流機能を
一元化した物流センターを昨年5月に本格稼働いた
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トップインタビュー Interview with the President

長期経営計画「Vision100」の達成に向け
将来への基盤づくりを進めております。

代表取締役会長　小西 正

第60期のポイント
増築したみなみ草津工場に
物流機能を集約し出荷作業を効率化1
重電機器市場をはじめ幅広い需要が
見込める半導体直流リレーを販売2
鉄道車両市場への売上が好調3

財務ハイライト

先行投資による
減価償却費の増加により、
第60期（2018年1月期）は減益

当期純利益 （単位：百万円） （単位：百万円）
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しました。これまで各工場から個別に出荷してい
た製品を一括して発送することにより、出荷作業
の効率化と発送コストの上昇抑制が可能となりま
した。
　また、生産技術部に成形金型加工設備を新たに
導入し、昨年の秋に稼働を開始いたしました。今
後は、金型製作の内製化はもちろん他社から金型
製作やメンテナンスを受注していくことを目指し
ております。

　「Vision100」の達成に向けて、従来より「重電
機器市場の深耕」「一般産業市場の開拓」「海外市
場の開拓」の3つの重点戦略を推進しております。
それらの第60期における進捗状況についてご報告
いたします。
　「重電機器市場の深耕」では、当社の主要市場で
ある重電機器市場において、2020年の発送電分離
を控え、電力大手各社は発電部門と送電部門を切
り離すための組織再編の只中にあり、設備投資を
控える傾向が続いておりました。その結果、期待
していた送変電設備の更新・メンテナンス需要が
伸びず、売上高は1,969百万円（前期比3.3%減）
となりました。しかしながら、今冬の気温低下に
よる暖房需要の増加から東京電力管内では電力需
給が逼迫したように、首都圏の電力供給能力を増
強させるための設備投資は不可欠な状況にあり、

第61期（2019年1月期）以降、電力会社の送配電
網の建設・保守に関する需要は増加すると予測し
ております。
　新製品については、接触不良が起こらない半導
体直流リレーの販売を開始いたしました。既存の
有接点のリレーとの置き換えが可能であり、多く
の需要が期待できます。また、重電機器市場にと
どまらず、一般産業市場での採用も見込んでおり
ます。
　「一般産業市場の開拓」では、とりわけ鉄道車両
市場への売上拡大に注力してまいりました。当期
は、国内の鉄道車両メーカーを中心に運転台選択
スイッチや車側灯、尾灯などの製品を納入し、売
上高は257百万円（前期比23.1%増）と好調に推
移しました。米国では既存車両のメンテナンス用 に納入したスイッチの信頼性が高く評価され、新

型通勤車両向けにも採用されました。
　今年1月、日本の車両メーカーよりニューヨーク
市交通局の新型地下鉄車両の受注獲得が発表され
たように、国内の鉄道車両メーカーは海外展開に
注力されています。当社としても新たな受注獲得
に向けて海外鉄道車両向け製品の開発を進めてお
り、国内でも床下制御装置向けカムスイッチや扉
開閉表示灯などの採用に向けて積極的な営業活動
を行っております。
　鉄道車両分野以外の新製品では、光で無線通信
を行う可視光通信システムを開発しております。
電波を使わないため電磁妨害による周辺機器の誤
作動を引き起こさず、安全に通信ができる技術を
用いた製品です。汎用のLED表示灯に接続して使
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用することができ、幅広い産業での需要が期待で
きるため、商事部を中心に営業活動を展開してま
いります。
　「海外市場の開拓」では、当期の売上高は395
百万円（前期比15.2%減）となりました。2022年
サッカーワールドカップを開催予定のカタールを
はじめとする中近東諸国で変電所設備の建設計画
に遅延が発生したことなどから、苦戦を強いられ
ました。
　しかしながら、ベトナムやミャンマーなど東南
アジア諸国での火力発電所の建設や、日本の新幹
線方式を採用したインドでの鉄道事業に関連した
電力網の敷設など、新興国の社会インフラへの投

半導体直流リレー
半導体素子による確実な開閉が可能となった次世代開閉器。
接触不良を発生させない高信頼性を実現しました。

可視光通信システム
LED表示灯の光にデータを重畳させ無線通信を可能にする製品
です。

鉄道車両関連への売上が好調に推移し、
前期比23%増を達成

販路別売上比率

輸出先別売上比率
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新会長・新社長
就任のご案内

資計画は多く、着実に進展していくとみておりま
す。今後は段階的に直接販売ネットワークを構築
するなど、海外現地メーカーへの営業活動につい
ても強化をしてまいります。

　「Vision100」の達成にあたっては、先ほどの3
つの重点戦略の推進に加え、これまでと違った視
点で事業を拡大しようという方針の下に、商事部
を第58期（2016年1月期）に、生産技術部を第59
期（2017年1月期）にそれぞれ立ち上げております。
　商事部は商社機能を有し、顧客が必要とする製
品を一括して提供することを目指し、広く国内外
のメーカーから製品を調達し販売しております。
また、新しいビジネスモデルとして、自社製品と

他社製品を組み合わせた複合製品の開発も進めて
おり、すでに太陽光発電向けに接続箱を販売する
など実績を上げております。
　生産技術部は、金型の内製化と外部受注に加え、
社内の生産自動化で培ってきた技術やノウハウを
活かし外販用の生産自動化装置などの開発を進め
ております。
　両部門ともまだまだ手探りではありますが、第
62期（2020年1月期）を目処に社内カンパニー制
へ移行することを計画しており、長期的には子会
社化も視野に入れております。
　第61期の見通しについては、2020年の東京オ
リンピック・パラリンピック開催を控え、電力や
交通をはじめとするインフラ関連の需要が本格的
に増加することを期待しており、一般産業市場で
も海外を中心に鉄道車両関連への売上が引き続き
順調に伸びていくと予想しております。今年9月に
はドイツ・ベルリンで開催される世界最大の国際
鉄道技術専門見本市「イノトランス2018」に初め
て出展し、世界各国の鉄道事業者や鉄道車両メー
カーに当社の製品を紹介する予定でおります。
　2018年4月に社長交代とともに経営陣の大幅な
若返りを図りました。「次なる飛躍への挑戦のため
に…」を活動目標に、全社を挙げて増収増益を目
指してまいります。
　株主の皆さまにおかれましては、これまで以上
にご支援・ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上
げます。

商事部・生産技術部で新しい事業に
挑戦し、更なる成長を目指す

代表取締役社長 八
や

木
ぎ

 達
さと

史
し

代表取締役会長 小西 　正

平素は格別のご高配を賜り有り難く厚く御礼申し上げます。
さて私儀、4月24日をもちまして代表取締役会長に就任いたしました。
社長在任中に賜りました格別のご厚情に対し心より厚く御礼申し上げますと共に、
引き続き変わらぬご厚誼を賜りますよう、お願い申し上げます。
なお後任社長には前社長付執行役員 技術営業部門統括の八木達史が就任いたし 
ましたので、私同様お引き立て賜りますようお願い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて私儀、このたび小西正の後任として代表取締役社長に就任いたしました。
業界を取り巻く環境は大きな転換期を迎えており一段と厳しさを増す折から、そ
の責務の重大さを痛感いたしておりますが、今後役員・従業員一丸となって社業
発展のため専心努力いたす所存でございますので、尚一層のご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。

平成30年4月24日をもちまして、今後の事業領域拡大を見据え、更なる経営
管理体制の強化を目的として、当社代表取締役は下記の通り就任いたしました
ので、ご案内申し上げます。
　代表取締役会長　小西 　正　（前 代表取締役社長）
　代表取締役社長　八木 達史　（前 社長付執行役員 技術営業部門統括）
役員・従業員一同、心を一つにして社業発展に努めてまいりますので、変わ
らぬご高配ならびにご支援賜りますようお願い申し上げます。

新社長就任ご挨拶

新会長就任ご挨拶

5 FUJI IR REPORT FUJI IR REPORT 6



O
peratin

g R
esults

製品分類別売上比率 売上高の推移（単位：百万円）

617 588

第59期 第60期

15.9％

製品分類別売上比率 売上高の推移（単位：百万円）

574 559

第59期 第60期

15.1％

製品分類別売上比率 売上高の推移（単位：百万円）

1,048 1,032

第59期 第60期

27.8％

製品分類別売上比率 売上高の推移（単位：百万円）

1,5271,512

第59期 第60期

41.2％

国内外の受変電設備向けに遮断器用補助スイッチが好
調でしたが、鉄道車両用切替スイッチが減少したほか、
配電自動化子局用スイッチも低調であったことから、
売上高は1,032百万円（前期比1.5%減）となりました。

鉄道車両用扉開閉表示灯や国内の受変電設備向けにLED
式表示灯が好調でしたが、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
588百万円（前期比4.7%減）となりました。

受変電設備向けに試験用端子が増加したほか、主力の
端子台や角形コネクタ、サージアブソーバ端子台も堅
調であったことから、売上高は1,527百万円（前期比
1.0%増）となりました。

鉄道変電設備向けにインターフェイスユニットが増加
しましたが、受変電設備向けのアナンシェータリレー
やキープリレーが減少したことから、売上高は559百万
円（前期比2.7%減）となりました。

送電・変電・配電施設の電路開閉制御に
用いられる国内トップシェアのカムスイッ
チをはじめ、鉄道車両用の押しボタンス
イッチや運転台選択スイッチ、車両連結
開放スイッチなど、高度な信頼性・安全
性が求められる電力・交通分野で数多く
採用されています。市場の幅広いニーズ
にお応えするため、スイッチの小型化や接
触信頼性の向上、海外規格への対応を進
めています。また、新エネルギー分野向
けに高電圧を直接遮断できる遮断端子台
を開発し好評を得ています。

（仕入販売の売上高192百万円を除いております。）

高輝度・長寿命・省電力なLED式表示灯、
落下式表示器や電磁式表示器などオリ
ジナルな表示方式の表示器を提供して
います。
電力分野では、国内及び海外の変電・配
電設備向けに落下式故障表示器や電磁式
表示器、交通分野では、鉄道車両用の標
識灯・車側灯シリーズや扉開閉表示灯、
交通道路信号に押しボタン式交通信号機
用表示灯、また一般産業や公共設備向け
にLED式集合表示灯などが採用されてい
ます。最近では色覚バリアフリーに対応し
た表示灯を販売しています。

電力業界向け、一般産業向けを中心に、
端子台やコネクタ、試験用端子、コント
ロールセンタ用クリップなど、通常の接続
用端子としての機能に加え、ノイズ・サー
ジ対策やコネクタ変換機能、断路機能な
どを付加した製品を提供しています。
電力会社と共同開発した配線脱落防止端
子台は電力会社だけでなく高速鉄道の変
電設備にも採用されるなど、幅広いユー
ザーに評価されています。また、直流
1,500Vまでの電圧に対応できる高耐圧
端子台などを開発し、新エネルギー分野
や海外向けに販売を強化しています。

従来の電気制御機器に電子部品や新たな
テクノロジーを複合させたのが電子応用
機器です。Di/Doモジュールを内蔵した
インターフェイスユニットやアナンシェー
タリレー、プラグインリレー、テレフォン
リレー、I/Oターミナルが重電機器分野や
高速鉄道の変電設備分野で広く採用され
ています。
また、パワー半導体を使ったセミコンス
イッチや、可視光通信システムなど新技
術を用いた製品を開発しています。

事業内容 事業内容事業内容 事業内容

主な製品 主な製品主な製品 主な製品

「遮断器用補助スイッチ」
「LED式表示灯」

「サージアブソーバ端子台」 「IOM形インターフェイスユニット」

「落下式故障表示器　セマフォア表示器」
「角形コネクタ」「カムスイッチ」 「半導体開閉器」

主要製品分類別の事業内容及び概況 Operating Results

制御用開閉器
Control Switches

表示灯・表示器
Pilot Lamps & Indicators

接続機器
Connecting Devices

電子応用機器
Electronic Devices
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役員の状況

科　　目 当　期
（平成30年1月31日現在）

前　期
（平成29年1月31日現在）

（資産の部）

流動資産 6,470,736 6,449,385

固定資産 4,515,464 4,385,903

有形固定資産 3,687,468 3,537,345

無形固定資産 23,182 29,667

投資その他の資産 804,812 818,890

資産合計 10,986,200 10,835,289

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目 当　期
（平成30年1月31日現在）

前　期
（平成29年1月31日現在）

（負債の部）
流動負債 517,427 451,540

固定負債 173,541 137,610

負債合計 690,968 589,151

（純資産の部）

株主資本 10,058,192 10,004,075

評価・換算差額等 212,365 222,116

新株予約権 24,673 19,946

純資産合計 10,295,232 10,246,138

負債及び純資産合計 10,986,200 10,835,289

科　　目
当　期

平成29年 2月 1 日から（平成30年1月31日まで）
前　期

平成28年 2月 1 日から（平成29年1月31日まで）
売 上 高 3,899,612 3,769,932
売 上 原 価 2,581,326 2,347,908
売 上 総 利 益 1,318,285 1,422,024

販売費及び一般管理費 1,027,545 977,336
営 業 利 益 290,740 444,687

営 業 外 収 益 25,116 25,584
営 業 外 費 用 3,981 2,832
経 常 利 益 311,874 467,440

特 別 利 益 83,355 ―
特 別 損 失 48,509 27,555
税 引 前 当 期 純 利 益 346,720 439,885
法 人 税 等 103,864 135,776
当 期 純 利 益 242,855 304,108

科　　目
当　期

平成29年 2月 1 日から（平成30年1月31日まで）
前　期

平成28年 2月 1 日から（平成29年1月31日まで）
営業活動によるキャッシュ・フロー 516,451 485,664

投資活動によるキャッシュ・フロー △345,168 323,760

財務活動によるキャッシュ・フロー △218,498 △760,149

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,460 △980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,676 48,295

現金及び現金同等物の期首残高 763,313 715,018

現金及び現金同等物の期末残高 714,637 763,313

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主名 持株数 持株比率
藤本豊士 757（千株） 12.84（%）

公益財団法人藤本奨学会 650 11.02
藤本順子 489 8.29
有限会社藤本興産 460 7.80
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー
レギュラーアカウント 430 7.30

ゴールドマンサックスインターナショナル 180 3.06
京都中央信用金庫 150 2.54
株式会社京都銀行 132 2.23
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 131 2.23
不二電機工業従業員持株会 72 1.22

（注） 1．持株比率は自己株式を控除して算出しております。
 2．  当社は当事業年度末において自己株式770千株を保有しておりますが、

上記「大株主（上位10名）」からは除外しております。

発行可能株式総数 26,676,000株
発行済株式の総数 6,669,000株

（うち自己株式　770,922株）
当事業年度末の株主数 （自己株式除く）8,061名
大株主（上位10名）

社 名 不二電機工業株式会社

本社所在地 京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585番地

創 業 昭和28年2月

設 立 昭和33年5月

資 本 金 10億8,725万円

従 業 員 317名

U R L http://www.fujidk.co.jp/

本 社 京都市中京区御池通富小路西入る東八幡町585番地

東京営業所 東京都港区芝公園一丁目1番12号 芝公園電気ビル

草津製作所
（技術営業部）

滋賀県草津市野村三丁目4-1

みなみ草津工場 滋賀県草津市野路東二丁目5番5号

新 旭 工 場 滋賀県高島市新旭町太田字西川原905-1

（注） 1．  取締役川瀬辰男氏及び取締役（監査等委員）川村俊明氏、富山竜二氏、
佐賀義史氏は、社外取締役であります。

2．  取締役川瀬辰男氏及び取締役（監査等委員）川村俊明氏、富山竜二氏、
佐賀義史氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

代表取締役社長 小 西 　 正
取 締 役 藤 居 和 義
取 締 役 佐 々 木 　 誠 　 仁
取 締 役 川 瀬 辰 男
取 締 役 志 萱 章 宏（監査等委員・常勤）
取 締 役 川 村 俊 明（監査等委員）
取 締 役 富 山 竜 二（監査等委員）
取 締 役 佐 賀 義 史（監査等委員）

（平成30年1月31日現在）

（単位：千円）

（単位：千円）（単位：千円）

（単位：千円）
貸借対照表

損益計算書 キャッシュ・フロー計算書

株式の状況

所有者別分布状況（自己株式除く）

会社の概要

事業所

金融機関
713千株（12.1％）

証券会社
17千株（0.3％）

個人・その他
3,240千株（54.9％）

外国人
724千株（12.3％）

その他の国内法人
1,201千株（20.4％）

株式数
5,898千株

■所有者別株式数分布状況
外国人

44名（0.5％）その他の国内法人
69名（0.9％） 金融機関

21名（0.3％）
証券会社

18名（0.2％）

個人・その他
7,909名（98.1％）

■所有者別株主数分布状況

株主数
8,061名

財務諸表 Financial Statements （平成30年1月31日現在）株式情報 Stock Information 会社概要 Corporate Profile
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下記ＵＲＬにアクセスいただき、アクセスコード入力後に表示される
アンケートサイトにてご回答ください。所要時間は5分程度です。

当社では、株主の皆さまの声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。
お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。株主の皆さまの声をお聞かせください

ご回答いただいた方の中から抽選で薄謝
（図書カード500円）を進呈させていただきます

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。
（タイトル、本文は無記入）アンケート回答用
のURLが直ちに自動返信されます。

空メールによりURL自動返信

いいかぶ 検索検索 ●アンケートのお問い合わせ   「e -株主リサーチ事務局」
TEL： 03-5777-3900（平日 10：00～17：30）
MAIL：info@e-kabunushi.com

●アンケート実施期間は、本書がお手元に到着して
から約2ヶ月間です。

http://ｗｗｗ.e-kabunushi.com
アクセスコード　6654

※本アンケートは、株式会社 a2media
（エー・ツー・メディア）の提供する「e-株
主リサーチ」サービスにより実施いたし
ます。（株式会社 a2mediaについての
詳細 http://www.a2media.co.jp） 

※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させていただき、事
前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

事 業 年 度 毎年2月1日から翌年1月31日まで

定時株主総会開催時期 毎年4月下旬

基 準 日
定時株主総会
期 末 配 当

毎年1月31日
毎年1月31日
なお、中間配当を行う場合の基準日は、毎年7月31日

公 告 方 法 電子公告とし、当社ホームページに掲載いたします。
但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告をするこ
とができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
公告掲載ウェブサイト
http://www.fujidk.co.jp/ir/05_koukoku/index.html

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

特 別 口 座 の
口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先
（電話照会先）

〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各
支店で行っております。

株主メモ

（優待の内容）以下の区分によりクオ・カードを贈呈いたします。
基準日 １月31日

基準日 ７月31日

（注）継続保有期間３年以上の確認にあたっては、毎年１月31日の株主名簿に同一の株主番号
で連続して４回以上記載または記録された株主様を対象とさせていただきます。

（注）継続保有期間３年以上の確認にあたっては、毎年７月31日の株主名簿に同一の株主番号
で連続して４回以上記載または記録された株主様を対象とさせていただきます。

継続保有期間
３年未満 ３年以上

所有株式数
100株以上500株未満 クオ・カード 500円分 クオ・カード1,000円分

500株以上 クオ・カード1,000円分 クオ・カード2,000円分

継続保有期間
３年未満 ３年以上

所有株式数
100株以上500株未満 クオ・カード 500円分 クオ・カード1,000円分

500株以上 クオ・カード1,000円分 クオ・カード2,000円分

株主優待制度のご案内

■ 1株当たり配当・配当性向

※第57期の配当には東証一部指定記念配当金3円を含
んでおります。

16.50 17.00 16.00

13.50 15.00 16.00

59.4
50.5

63.5

16.00

16.00

77.7

1株当たり配当（円）
配当性向（％）

中間 期末

第57期 第58期 第59期 第60期

配当について
当社は、株主の皆さまへの利益
還元を重要な経営課題と認識
し、経営成績の向上及び財務体
質の強化を図りつつ、配当性向
を当期純利益の50％に目標を
置き、長期安定的に利益配分を
行うことを基本方針としてお
ります。

16円期末配当

■住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社の口座では
なく特別口座で保管されている株主様は、特別口座の口座管理機関である三
井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

■期日経過後の配当金のお支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。


