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（１）連結経営成績（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３月期第１四半期  3,708  △6.1  100  7.6  157  54.8  135  98.8

25年３月期第１四半期  3,947  3.3  93  －  101  －  67  －

（注）包括利益 26年３月期第１四半期 206百万円（ ％） 262.2   25年３月期第１四半期 57百万円 （ ％） －

  
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３月期第１四半期  5.43  －

25年３月期第１四半期  2.73  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年３月期第１四半期  16,533  6,368  37.9

25年３月期  17,010  6,238  35.9

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 6,259百万円   25年３月期 6,105百万円 

  
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３月期  － 1.00 － 2.00  3.00

26年３月期  －       
26年３月期（予想）   2.00 － 2.00  4.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３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）

  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）  8,600  0.9  250  △21.1  270  △13.1  190  41.7  7.63

通期  17,800  2.9  550  △13.4  500  △33.8  400  △19.4  16.07

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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３月期１Ｑ 25,143,291株 25年３月期 25,143,291株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 257,167株 25年３月期 256,523株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 24,886,336株 25年３月期１Ｑ 24,891,076株

 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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

（将来に関する記述等についてのご注意）  

 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．３「１．当四半期決算に関す

る定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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(1）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策による円安の進行で、輸出関連企業を中心に企

業収支が改善し、設備投資に持ち直しの動きが見られました。  

 このような状況のもと、当社グループにおきましては、新エネルギー関連汎用機器の需要は底堅いものの、原子力

発電所の再稼動問題に起因して一部電力会社で設備投資抑制の動きが見られ、当第１四半期連結累計期間の売上高は

3,708百万円（前年同四半期比6.1％減）となりました。 

 損益面につきましては、価格競争は激化しているものの、徹底したコストダウンの推進や生産性の向上などによ

り、営業利益は100百万円（前年同四半期比7.6％増）、経常利益は157百万円（前年同四半期比54.8％増）となりま

した。また、四半期純利益は135百万円（前年同四半期比98.8％増）となりました。 

  

 なお、当社グループの事業は単一セグメントでありセグメント情報を記載していないため、製品区分別の売上状況

を示すと以下のとおりであります。 

「電子制御器」  

 電磁開閉器につきましては、主力の空調業界向けをはじめとした機械装置関連各社の需要が一時的に減少したこと

により売上減となりました。 

 また、電力会社向け配電自動化用子局につきましては、原子力発電所の停止に伴う燃料費の増加から、一部の電力

会社で設備投資の抑制があり、売上減となりました。 

 その結果、電子制御器全体の売上高は661百万円（前年同四半期比15.4％減）となりました。 

  

「配電用自動開閉器」  

電力会社向け配電用自動開閉器につきましては、設備投資抑制の影響もあり、売上減となりましたが、主力の波及

事故防止機器（通称SOG開閉器）につきましては、リニューアル需要及び太陽光発電連系用の需要が継続しており、

売上増となりました。 

その結果、配電用自動開閉器全体の売上高は1,903百万円（前年同四半期比8.0％増）となりました。 

  

「配電盤およびシステム機器」  

 配電盤につきましては、プラント設備関連の受注が伸びず、売上減となりました。 

 一方、システム機器につきましては、一般電気工事及び太陽光発電工事の売上が増加したものの、配電盤の減少分

をカバーするには至らず、配電盤およびシステム機器全体の売上高は535百万円（前年同四半期比29.2％減）となり

ました。 

  

「その他」  

 産業機械の需要増を受け、金属加工分野の売上は引き続き増加傾向を示していますが、自動車関係の樹脂成形部品

におきましては対中関係悪化の影響が尾を引いており、売上高は607百万円（前年同四半期比5.9％減）となりまし

た。  

  

 なお、上記の金額は、消費税抜きで表示しております。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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(2）財政状態に関する説明 

（資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は13,212百万円となり、前連結会計年度末に比べ128百万円減少い

たしました。これは主に受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。固定資産は3,320百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ348百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が減少したことによるものであ

ります。 

  この結果、総資産は16,533百万円となり、前連結会計年度末に比べ476百万円減少いたしました。 

 （負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は7,238百万円となり、前連結会計年度末に比べ88百万円減少いた

しました。これは主に賞与引当金が減少したことによるものであります。固定負債は2,926百万円となり、前連結会

計年度末に比べ518百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は10,165百万円となり、前連結会計年度末に比べ606百万円減少いたしました。 

 （純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は6,368百万円となり、前連結会計年度末に比べ129百万円増加い

たしました。これは主に利益剰余金が増加したことによるものであります。 

  

(3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 今後の景気動向が業績に与える影響につきましては現在精査中であり、現時点では通期の業績予想につきまして、

平成25年５月10日に公表しました業績予想を修正せず据え置いております。なお、業績予想を見直す必要が生じた時

は、速やかに開示する予定です。 

   

   

(1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。     

 なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第１四半期連結会計期間より、㈱名古屋製作所は実質支配

力基準の適用から外れたため、連結の範囲から除外し、持分法適用の範囲に含めております。  

   

(2）四半期連結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。   

   

(3）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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３．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,652,192 4,207,123

受取手形及び売掛金 5,309,088 4,407,553

商品及び製品 1,130,591 1,104,834

仕掛品 1,515,655 1,735,100

原材料及び貯蔵品 1,092,507 1,131,981

その他 641,786 626,993

貸倒引当金 △1,147 △1,006

流動資産合計 13,340,674 13,212,580

固定資産   

有形固定資産 2,168,292 2,083,018

無形固定資産 83,071 70,047

投資その他の資産   

その他 1,422,482 1,172,077

貸倒引当金 △4,320 △4,320

投資その他の資産合計 1,418,162 1,167,757

固定資産合計 3,669,526 3,320,822

資産合計 17,010,201 16,533,403

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,815,437 3,748,371

短期借入金 2,008,152 1,745,552

未払法人税等 140,234 17,719

賞与引当金 518,631 214,684

その他 844,343 1,512,126

流動負債合計 7,326,799 7,238,453

固定負債   

長期借入金 1,046,418 526,910

退職給付引当金 1,952,727 1,974,441

役員退職慰労引当金 19,838 7,884

その他 425,968 417,314

固定負債合計 3,444,951 2,926,551

負債合計 10,771,751 10,165,004

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,899,597 2,899,597

資本剰余金 483,722 483,722

利益剰余金 2,726,204 2,811,610

自己株式 △32,823 △32,912

株主資本合計 6,076,700 6,162,017

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 33,725 37,643

為替換算調整勘定 △5,404 60,189

その他の包括利益累計額合計 28,320 97,833

少数株主持分 133,428 108,547

純資産合計 6,238,449 6,368,398

負債純資産合計 17,010,201 16,533,403
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
(四半期連結損益計算書) 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 3,947,439 3,708,477

売上原価 3,059,212 2,885,715

売上総利益 888,226 822,762

販売費及び一般管理費 795,009 722,433

営業利益 93,216 100,329

営業外収益   

受取利息 588 1,710

受取配当金 7,327 8,044

為替差益 － 47,064

鉄屑売却収入 9,820 6,654

その他 18,049 19,249

営業外収益合計 35,786 82,724

営業外費用   

支払利息 10,765 6,032

売上割引 10,843 13,380

持分法による投資損失 － 3,172

為替差損 2,507 －

その他 3,018 2,735

営業外費用合計 27,134 25,321

経常利益 101,868 157,731

税金等調整前四半期純利益 101,868 157,731

法人税、住民税及び事業税 30,753 6,549

法人税等調整額 7,828 14,159

法人税等合計 38,581 20,708

少数株主損益調整前四半期純利益 63,286 137,022

少数株主利益又は少数株主損失（△） △4,710 1,843

四半期純利益 67,996 135,179
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(四半期連結包括利益計算書) 
(第１四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 63,286 137,022

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △36,343 4,181

為替換算調整勘定 30,150 65,594

持分法適用会社に対する持分相当額 － △1

その他の包括利益合計 △6,192 69,774

四半期包括利益 57,094 206,797

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 62,309 204,692

少数株主に係る四半期包括利益 △5,215 2,105

㈱戸上電機製作所(6643)　平成26年３月期　第１四半期決算短信

- 6 -



 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

(3）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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