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不二電機工業(株) (6654) 平成30年１月期 第３四半期決算短信(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３四半期累計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景に株高が進行し、輸出や生産活動が持ち

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、国内外の受変電設備向けにカムスイッチやサージアブソーバ端子台、ＬＥ

Ｄ表示灯などが増加しましたが、海外の変電設備向け落下式故障表示器やセマフォア表示器などが伸びず、当第

３四半期累計期間の売上高は2,827百万円（前年同期比0.7％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たことから、営業利益は211

百万円（前年同期比34.4％減）、経常利益は224百万円（前年同期比33.3％減）となりました。 

また、四半期純利益は特別損失において、厚生年金基金解散損失引当金繰入額48百万円が発生しましたが、特

別利益において、投資有価証券売却益63百万円及び土地売却益20百万円を計上したことから、179百万円（前年

同期比20.5％減）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）

国内外の受変電設備向けにカムスイッチが好調でしたが、海外の受変電設備向けに遮断器用補助スイッチが

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779百万円（前年同期比0.7％

減）となりました。 

（接続機器） 

受変電設備向けにサージアブソーバ端子台や試験用端子が増加したほか、主力の端子台も堅調であったこと

から、売上高は1,156百万円（前年同期比3.5％増）となりました。 

（表示灯・表示器） 

受変電設備向けにＬＥＤ表示灯や鉄道車両用扉開閉表示灯は堅調でしたが、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409百万円（前年同期比9.0％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ましたが、鉄道変電設備向けインターフェイスユニット

や受変電設備向けキープリレーが減少したことから、売上高は439百万円（前年同期比0.1％減）となりまし

た。 

（仕入販売） 

太陽光発電向け接続箱が増加したことから、売上高は43百万円（前年同期比176.6％増）となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明

①資産 

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比160百万円増加し、10,995百万円となりまし

た。主な要因は、現金及び預金の増加416百万円、有価証券の減少501百万円、建物の増加979百万円、有形固

定資産のその他に含まれる建設仮勘定の減少786百万円等によるものであります。 

②負債 

当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末比175百万円増加し、764百万円となりました。主な

要因は、買掛金の増加77百万円、未払法人税等の増加39百万円及び厚生年金基金解散損失引当金の増加48百万

円等によるものであります。 

③純資産 

当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末比14百万円減少し、10,231百万円となりました。

主な要因は、利益剰余金の減少９百万円及びその他有価証券評価差額金の減少９百万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３四半期会計期間 
(平成29年10月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 3,463,313 3,880,193 

受取手形及び売掛金 1,192,109 1,165,682 

電子記録債権 277,037 263,309 

有価証券 501,187 － 

製品 165,915 154,550 

仕掛品 379,590 411,470 

原材料 394,597 396,133 

その他 75,634 159,096 

流動資産合計 6,449,385 6,430,437 

固定資産    

有形固定資産    

建物（純額） 1,048,313 2,028,015 

土地 1,357,427 1,347,627 

その他（純額） 1,131,604 360,548 

有形固定資産合計 3,537,345 3,736,191 

無形固定資産 29,667 24,820 

投資その他の資産    

投資有価証券 803,878 783,070 

その他 15,011 21,332 

投資その他の資産合計 818,890 804,402 

固定資産合計 4,385,903 4,565,415 

資産合計 10,835,289 10,995,853 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成29年１月31日) 
当第３四半期会計期間 
(平成29年10月31日) 

負債の部    

流動負債    

買掛金 93,241 170,328 

短期借入金 150,000 120,000 

未払法人税等 33,924 72,968 

賞与引当金 64,855 115,337 

役員賞与引当金 － 1,370 

その他 109,520 115,497 

流動負債合計 451,540 595,501 

固定負債    

退職給付引当金 50,437 54,559 

厚生年金基金解散損失引当金 － 48,140 

その他 87,173 66,243 

固定負債合計 137,610 168,943 

負債合計 589,151 764,445 

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 8,019,863 

自己株式 △816,477 △816,477 

株主資本合計 10,004,075 9,994,875 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金 222,116 212,612 

評価・換算差額等合計 222,116 212,612 

新株予約権 19,946 23,919 

純資産合計 10,246,138 10,231,408 

負債純資産合計 10,835,289 10,995,853 
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（２）四半期損益計算書

（第３四半期累計期間）

    （単位：千円） 

 
前第３四半期累計期間 
(自 平成28年２月１日 

 至 平成28年10月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成29年２月１日 
 至 平成29年10月31日) 

売上高 2,806,727 2,827,649 

売上原価 1,742,404 1,841,781 

売上総利益 1,064,323 985,867 

販売費及び一般管理費 742,060 774,590 

営業利益 322,263 211,277 

営業外収益    

受取利息 3,892 2,011 

受取配当金 5,070 6,492 

助成金収入 4,828 4,197 

その他 4,318 3,854 

営業外収益合計 18,109 16,555 

営業外費用    

支払利息 1,481 938 

支払手数料 735 － 

投資事業組合運用損 － 2,092 

為替差損 1,424 79 

営業外費用合計 3,641 3,110 

経常利益 336,732 224,722 

特別利益    

投資有価証券売却益 － 63,140 

土地売却益 － 20,200 

特別利益合計 － 83,340 

特別損失    

固定資産除却損 97 70 

厚生年金基金解散損失引当金繰入額 － 48,140 

特別損失合計 97 48,210 

税引前四半期純利益 336,635 259,852 

法人税等 110,665 80,313 

四半期純利益 225,969 179,539 
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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）を第１

四半期会計期間から適用しております。 

 

（厚生年金基金解散損失引当金）

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29年６月22日開催の代議員会において、特

例解散認可を申請することを決議致しました。

これにより、当第３四半期累計期間において、同基金の解散に伴う損失見込額として、四半期損益計算書の特

別損失に厚生年金基金解散損失引当金繰入額48百万円、四半期貸借対照表の固定負債に厚生年金基金解散損失引

当金48百万円を計上しております。

 

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

（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３四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３四半期累計期間 

（自 平成29年２月１日 
至 平成29年10月31日） 

前年同期比（％） 

制御用開閉器（千円） 750,984 111.8 

接続機器（千円） 1,203,017 101.9 

表示灯・表示器（千円） 403,405 76.3 

電子応用機器（千円） 457,824 83.4 

合計（千円） 2,815,231 96.1 

 （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。 

 

[受注状況]

当第３四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 787,132 101.1 168,134 102.1 

接続機器 1,182,023 104.9 154,959 116.5 

表示灯・表示器 419,891 84.0 102,295 82.3 

電子応用機器 438,022 93.1 87,683 70.2 

仕入販売 312,322 － 268,971 － 

合計 3,139,392 108.6 782,043 142.9 
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[販売実績]

① 当第３四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３四半期累計期間 

（自 平成29年２月１日 
至 平成29年10月31日） 

前年同期比（％） 

制御用開閉器（千円） 779,462 99.3 

接続機器（千円） 1,156,129 103.5 

表示灯・表示器（千円） 409,456 91.0 

電子応用機器（千円） 439,250 99.9 

仕入販売（千円） 43,350 276.6 

合計（千円） 2,827,649 100.7 

 （注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

 

② 当第３四半期累計期間の国内及び海外販売実績は、次のとおりであります。 

販売形態 
当第３四半期累計期間 

（自 平成29年２月１日 
至 平成29年10月31日） 

前年同期比（％） 

国内販売（千円） 2,544,909 103.1 

海外販売（千円） 282,740 83.7 

合計（千円） 2,827,649 100.7 

 （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．海外販売は輸出向け商社への販売及び直接輸出の合計であります。 

 ４．当第３四半期累計期間の海外販売の割合は、次のとおりであります。 

 なお、海外販売実績は、総販売実績の10.0％となっております。 

販路 

当第３四半期累計期間 
（自 平成29年２月１日 

至 平成29年10月31日） 

金額（千円） 割合（％） 

東南アジア 144,088 50.9 

中近東 80,358 28.4 

中国 40,291 14.3 

欧州 4,273 1.5 

米国 13,728 4.9 

合計 282,740 100.0 

 

 

以 上
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