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1.  平成26年1月期第1四半期の業績（平成25年2月1日～平成25年4月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年1月期第1四半期 842 4.8 79 5.4 82 3.1 51 8.8
25年1月期第1四半期 804 4.6 75 △9.4 80 △10.6 47 △8.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年1月期第1四半期 8.18 8.17
25年1月期第1四半期 7.43 ―

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

26年1月期第1四半期 10,760 10,090 93.8 1,601.69
25年1月期 10,645 10,074 94.6 1,599.25
（参考） 自己資本   26年1月期第1四半期  10,087百万円 25年1月期  10,072百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年1月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00
26年1月期 ―
26年1月期（予想） 12.50 ― 12.50 25.00

3. 平成26年 1月期の業績予想（平成25年 2月 1日～平成26年 1月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 1,890 15.0 274 54.0 283 48.6 159 43.3 25.16
通期 3,700 11.4 484 26.7 501 23.6 294 23.2 46.49



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年1月期1Q 6,669,000 株 25年1月期 6,669,000 株
② 期末自己株式数 26年1月期1Q 370,855 株 25年1月期 370,855 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年1月期1Q 6,298,145 株 25年1月期1Q 6,366,252 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ
さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、日銀による金融緩和政策や成長戦略に基づく経済政策を背景

に、円安・株高が進行し、消費マインドや企業業績が改善するなど、景気の回復に持ち直しの動きが見られまし

た。しかしながら、欧州金融不安の長期化や新興国の経済成長の鈍化など、依然として、世界経済の下振れリス

クが懸念され、その先行きに不透明な状況が続いております。 

 このような状況のもとで、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

点に営業活動を行なった結果、太陽光発電向けスイッチ断路器の新規採用や海外の変電設備向け落下式故障表示

器が急増したことから、当第１四半期累計期間の売上高は842百万円（前年同期比4.8％増）となりました。 

利益面におきましては、人件費や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

79百万円（前年同期比5.4％増）、経常利益は82百万円（前年同期比3.1％増）、四半期純利益は51百万円（前年

同期比8.8％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） 

太陽光発電向けスイッチ断路器の新規採用がありましたが、前年好調であった国内外のカムスイッチが

振るわず、売上高は193百万円（前年同期比8.0％減）となりました。 

（接続機器） 

太陽光発電の需要増により、断路端子台は好調に推移しましたが、一般産業向け端子台や国内外の受配

電盤向け試験用端子が低調であったことから、売上高は352百万円（前年同期比3.0％減）となりました。 

（表示灯・表示器） 

海外の変電設備向け落下式故障表示器が急増したほか、電磁式表示器も好調に推移したことから、売上

高は164百万円（前年同期比59.9％増）となりました。 

（電子応用機器） 

高速鉄道変電設備向けＩ／Ｏターミナルや電力向けカードリレーが好調であったことから、売上高は132

百万円（前年同期比3.6％増）となりました。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

① 資産 

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比114百万円増加し、10,760百万円となりまし

た。主な要因は、製品の増加24百万円、仕掛品の増加18百万円及び投資有価証券の増加66百万円等による

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98百万円増加し、670百万円となりました。主

な要因は、買掛金の増加45百万円、未払法人税等の減少49百万円及び賞与引当金の増加44百万円等による

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16百万円増加し、10,090百万円となりまし

た。主な要因は、利益剰余金の減少27百万円及びその他有価証券評価差額金の増加42百万円等によるもの

であります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成26年１月期の業績予想につきましては、平成25年３月12日付「平成25年１月期 決算短信（非連結）」にて

発表いたしました通期の業績予想に変更はございません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年１月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,568,170 4,539,226

受取手形及び売掛金 1,167,042 1,170,291

製品 139,970 164,807

仕掛品 338,014 356,298

原材料 373,263 374,988

その他 64,637 71,429

流動資産合計 6,651,098 6,677,041

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,056,893 1,038,169

土地 1,357,427 1,357,427

その他（純額） 253,581 302,955

有形固定資産合計 2,667,902 2,698,552

無形固定資産 20,202 18,502

投資その他の資産   

投資有価証券 1,279,590 1,345,685

その他 26,899 20,391

投資その他の資産合計 1,306,490 1,366,076

固定資産合計 3,994,596 4,083,131

資産合計 10,645,694 10,760,173
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年１月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 76,798 121,956

短期借入金 180,000 180,000

未払法人税等 81,429 32,222

賞与引当金 47,496 91,960

役員賞与引当金 12,940 2,330

その他 118,977 164,286

流動負債合計 517,641 592,755

固定負債 53,931 77,277

負債合計 571,573 670,033

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 7,479,483 7,452,247

自己株式 △257,984 △257,984

株主資本合計 10,012,988 9,985,753

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 59,296 101,937

評価・換算差額等合計 59,296 101,937

新株予約権 1,836 2,449

純資産合計 10,074,121 10,090,139

負債純資産合計 10,645,694 10,760,173
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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24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年２月１日 
 至 平成25年４月30日) 

売上高 804,310 842,575

売上原価 534,038 552,103

売上総利益 270,272 290,471

販売費及び一般管理費 194,738 210,853

営業利益 75,534 79,618

営業外収益   

受取利息 4,070 2,704

その他 1,581 992

営業外収益合計 5,652 3,697

営業外費用   

支払利息 664 651

支払手数料 321 －

営業外費用合計 985 651

経常利益 80,200 82,664

税引前四半期純利益 80,200 82,664

法人税等 32,885 31,173

四半期純利益 47,315 51,491

不二電機工業(株) (6654) 平成26年１月期 第１四半期決算短信 (非連結)

- 6 -



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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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] 

当事業年度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。 

 （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。  

 （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。  

  

４．補足情報

製品分類 
当事業年度 

（自 平成25年２月１日 
至 平成25年４月30日） 

前年同期比（％） 

制御用開閉器（千円）  172,103  △10.9

接続機器（千円）  425,277  2.2

表示灯・表示器（千円）  182,285  68.2

電子応用機器（千円）  137,018  16.9

合計（千円）  916,685  9.8

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  226,542  9.5  125,292  24.6

接続機器  364,834  △2.7  110,823  △10.5

表示灯・表示器  232,275  69.8  202,965  155.1

電子応用機器  112,337  △10.4  85,280  △6.2

合計  935,990  10.9  524,362  32.8
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[販売実績] 

① 当事業年度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。  

 （注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 

  

 ② 当事業年度の販売実績を販路別に示すと、次のとおりであります。 

 （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18.1％となっております。 

   

  

   以 上     

  

製品分類 
当事業年度 

（自 平成25年２月１日 
至 平成25年４月30日） 

前年同期比（％） 

制御用開閉器（千円）  193,180  △8.0

接続機器（千円）  352,809  △3.0

表示灯・表示器（千円）  164,410  59.9

電子応用機器（千円）  132,174  3.6

合計（千円）  842,575  4.8

販路 
当事業年度 

（自 平成25年２月１日 
至 平成25年４月30日） 

前年同期比（％） 

メーカー（千円）  490,904  △8.6

国内向け商社（千円）  199,585  8.2

海外向け商社（千円）  152,086  83.8

合計（千円）  842,575  4.8

販路 

当事業年度 
（自 平成25年２月１日 

至 平成25年４月30日） 

金額（千円） 割合（％） 

東南アジア  31,513  20.7

中近東  105,634  69.5

中国  14,938  9.8

合計  152,086  100.0
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