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1.  平成25年1月期第3四半期の業績（平成24年2月1日～平成24年10月31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 ％

25年1月期第3四半期 2,456 △0.9 276 △8.0 293 △8.9 173 △6.2

24年1月期第3四半期 2,478 11.8 300 △5.4 322 △5.3 184 △7.0

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

25年1月期第3四半期 27.38 27.37
24年1月期第3四半期 28.61 ―

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

25年1月期第3四半期 10,584 9,983 94.3 1,585.12
24年1月期 10,653 10,116 95.0 1,569.08

（参考） 自己資本   25年1月期第3四半期  9,982百万円 24年1月期  10,116百万円

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

24年1月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00
25年1月期 ― 12.50 ―

25年1月期（予想） 12.50 25.00

3. 平成25年 1月期の業績予想（平成24年 2月 1日～平成25年 1月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 3,500 6.3 441 22.0 463 18.1 275 23.6 43.57



(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） 25年1月期3Q 6,669,000 株 24年1月期 6,669,000 株

② 期末自己株式数 25年1月期3Q 370,823 株 24年1月期 221,408 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期3Q 6,320,542 株 24年1月期3Q 6,447,592 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きの対象外であり、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き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、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「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州金融不安による世界経済の減速懸念により、景気の回復に足

踏み状態がみられました。企業における設備投資には持ち直しの動きがみられましたが、輸出や生産活動は弱含み

の状態となり、今後は、東日本大震災からの復興需要や日銀の金融緩和政策により、景気の下支えが期待される一

方、欧州金融不安や中国をはじめとする新興国の経済成長の鈍化など、景気の下振れリスクも懸念されておりま

す。 

 このような状況のもとで、国内では電力、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、鉄道車両向けスイッチや表示灯、海外向け落下式故障表示器が好調に推移しましたが、前年好調

であった高速鉄道変電設備向けインターフェイスユニットなどが減少したことから、当第３四半期累計期間の売上

高は2,456百万円（前年同期比0.9％減）となりました。 

利益面におきましては、昨年３月に竣工したみなみ草津工場の稼働に伴い、人件費が増加したことから、営業利

益は276百万円（前年同期比8.0％減）、経常利益は293百万円（前年同期比8.9％減）、四半期純利益は173百万円

（前年同期比6.2％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） 

 海外向け鉄道車両カムスイッチの新規採用に加え、受配電設備の遮断器用補助スイッチも好調に推移したことか

ら、売上高は643百万円（前年同期比4.6％増）となりました。 

（接続機器） 

 電力向けのサージアブソーバ端子台は好調に推移しましたが、海外の電力保護装置向け試験用端子が落ち込み、

各種端子台も低調であったことから、売上高は1,062百万円（前年同期比4.7％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や鉄道車両用表示灯が急増したほか、電磁式表示器も好調に推移したこと

から、売上高は371百万円（前年同期比18.6％増）となりました。 

（電子応用機器） 

前年好調であった高速鉄道変電設備向けインターフェイスユニットやI/Oターミナルが減少したほか、配電自動

化子局用設定パネルも低調であったことから、売上高は378百万円（前年同期比13.2％減）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３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末比69百万円減少し、10,584百万円となりました。主な

要因は、現金及び預金の減少150百万円、有価証券の減少402百万円及び投資有価証券の増加495百万円等によるも

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63百万円増加し、600百万円となりました。主な要因

は、買掛金の増加47百万円、未払法人税等の減少30百万円及び賞与引当金の増加39百万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133百万円減少し、9,983百万円となりました。主な

要因は、利益剰余金の増加13百万円及び自己株式の増加144百万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25年１月期の業績予想につきましては、平成24年３月８日付「平成24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。 

   

  

（３）追加情報 

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用） 

 第１四半期会計期間の期首以後に行なわれる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

   

２．サマリー情報（その他）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24年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,577,555 4,427,140

受取手形及び売掛金 1,197,418 1,173,664

有価証券 402,480 －

製品 138,769 149,618

仕掛品 338,371 375,478

原材料 372,994 387,997

その他 71,915 73,410

流動資産合計 7,099,505 6,587,310

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,141,733 1,078,103

土地 1,357,427 1,357,427

その他（純額） 279,479 290,045

有形固定資産合計 2,778,641 2,725,576

無形固定資産 25,736 20,303

投資その他の資産   

投資有価証券 726,159 1,221,513

その他 23,765 29,426

投資その他の資産合計 749,925 1,250,939

固定資産合計 3,554,303 3,996,819

資産合計 10,653,808 10,584,130
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年１月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 79,835 127,197

短期借入金 180,000 180,000

未払法人税等 68,510 38,177

賞与引当金 46,373 86,145

役員賞与引当金 15,780 8,330

その他 105,036 120,906

流動負債合計 495,536 560,756

固定負債 41,464 40,004

負債合計 537,000 600,760

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 7,399,854 7,413,561

自己株式 △113,321 △257,954

株主資本合計 10,078,023 9,947,097

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38,785 35,047

評価・換算差額等合計 38,785 35,047

新株予約権 － 1,224

純資産合計 10,116,808 9,983,369

負債純資産合計 10,653,808 10,584,130
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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23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 2,478,735 2,456,311

売上原価 1,579,682 1,595,180

売上総利益 899,053 861,130

販売費及び一般管理費 598,253 584,498

営業利益 300,799 276,631

営業外収益   

受取利息 13,745 11,510

受取配当金 2,840 2,770

その他 7,652 5,028

営業外収益合計 24,238 19,308

営業外費用   

支払利息 1,997 2,004

支払手数料 － 321

その他 827 －

営業外費用合計 2,824 2,325

経常利益 322,213 293,614

特別損失   

固定資産除却損 234 16

投資有価証券評価損 7,170 3,003

特別損失合計 7,404 3,020

税引前四半期純利益 314,808 290,594

法人税等 130,329 117,564

四半期純利益 184,479 173,029
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 該当事項はありません。   

   

   

 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、記載を省略しております。 

  

 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

不二電機工業(株) (6654) 平成25年１月期 第３四半期決算短信 (非連結)

- 7 -



 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

（１）生産、受注及び販売の状況

製品分類 
当事業年度

（自 平成24年２月１日 
至 平成24年10月31日） 

前年同期比（％） 

制御用開閉器（千円）  662,052  5.1

接続機器（千円）  1,117,661 △14.5

表示灯・表示器（千円）  411,169  20.6

電子応用機器（千円）  345,673 △25.1

合計（千円）  2,536,557 △7.4

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  647,992  6.4  107,691  13.1

接続機器  1,057,983 △5.1  108,102 △6.7

表示灯・表示器  483,960  45.4  157,853  225.1

電子応用機器  392,510 △12.2  107,559  9.7

合計  2,582,446  3.2  481,206  34.5
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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13.9％となっております。 

   

  

   以 上 

  

製品分類 
当事業年度

（自 平成24年２月１日 
至 平成24年10月31日） 

前年同期比（％）

制御用開閉器（千円）  643,947  4.6

接続機器（千円）  1,062,548 △4.7

表示灯・表示器（千円）  371,702  18.6

電子応用機器（千円）  378,113 △13.2

合計（千円）  2,456,311 △0.9

販路 
当事業年度

（自 平成24年２月１日 
至 平成24年10月31日） 

前年同期比（％）

メーカー（千円）  1,557,892  1.9

国内向け商社（千円）  557,798 △12.7

海外向け商社（千円）  340,620  9.6

合計（千円）  2,456,311 △0.9

販路 

当事業年度 
（自 平成24年２月１日 

至 平成24年10月31日） 

金額（千円） 割合（％） 

東南アジア  103,798  30.5

中近東  199,138  58.5

中国  37,683  11.0

合計  340,620  100.0

不二電機工業(株) (6654) 平成25年１月期 第３四半期決算短信 (非連結)
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