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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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第２四半期 11,391 5.3 407 12.4 725 50.9 541 55.8

2022年３月期第２四半期 10,816 4.2 362 △41.2 481 △33.2 347 △33.8

（注）包括利益 2023年３月期第２四半期 659百万円 （42.2％） 2022年３月期第２四半期 463百万円 （△18.7％）

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

2023年３月期第２四半期 109.38 －

2022年３月期第２四半期 70.18 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第２四半期 27,225 18,128 66.0

2022年３月期 26,826 17,667 65.2

（参考）自己資本 2023年３月期第２四半期 17,957百万円 2022年３月期 17,502百万円

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

2022年３月期 － 40.00 － 40.00 80.00

2023年３月期 － 40.00

2023年３月期（予想） － 40.00 80.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 23,495 △0.3 1,475 △0.2 1,645 △7.8 1,145 △11.2 231.07

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）



（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        ： 有

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） 2023年３月期２Ｑ 5,028,658株 2022年３月期 5,028,658株

②  期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 73,646株 2022年３月期 73,574株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 4,955,036株 2022年３月期２Ｑ 4,955,374株

※  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

（注）詳細は、添付資料Ｐ．７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記(3）四半期連結財務諸表に関する注記事項
　　　（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士または監査法人の四半期レビューの対象外です。

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）

　四半期決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載いたします。
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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２四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、各種政策

の効果もあり、一時は景気の持ち直しの動きが見られましたが、新たな変異株により感染が再拡大し、原材料価格の

高騰、ウクライナ情勢の緊迫及び円安による為替相場の変動等の影響もあり、依然として先行き不透明な状況が続い

ております。

このような状況のもと、当社グループにおきましては、情勢に応じた新型コロナウイルス感染症への感染防止対策

を実施しながら事業活動を行い、収益の確保に努めてまいりました。

その結果、配電盤及びシステム機器やプラスチック成形加工事業の需要は減少したものの、配電用自動開閉器や電

力会社向け配電自動化用子局の需要が堅調に推移したことにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は11,391百万

円（前年同期比5.3％増）となりました。

　損益面につきましては、売上高の増加や一部製品において材料コストの上昇に伴う価格改定を実施したことによ

り、営業利益は407百万円（同12.4％増）、経常利益は725百万円（同50.9％増）となりました。また、親会社株主に

帰属する四半期純利益は、541百万円（同55.8％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

なお、第１四半期連結会計期間において、当社の連結子会社である株式会社戸上メタリックスが、同じく当社の連

結子会社であった株式会社三協製作所を吸収合併したことにより、管理区分の見直しを行っております。これに伴

い、従来「その他」として区分しておりました株式会社三協製作所の財務情報は「金属加工事業」に含めておりま

す。

①産業用配電機器事業

　産業用配電機器事業の売上高は9,155百万円（同8.1％増）となりました。製品区分別の詳細は以下のとおりとなり

ます。

（電子制御器）

　　　電磁開閉器につきましては、海外向け需要が好調に推移したことにより、売上増となりました。

　　　電力会社向け配電自動化用子局につきましては、次世代型への更新需要の拡大などにより、売上増となりました。

その結果、電子制御器全体の売上高は3,188百万円（同21.9％増）となりました。

（配電用自動開閉器）

　主力製品である波及事故防止機器（通称ＳＯＧ開閉器）につきましては、需要が回復傾向に転じたことから売上増

となりました。

　電力会社向け配電用自動開閉器につきましては、次世代型への更新需要の拡大などにより、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4,845百万円（同11.8％増）となりました。

（配電盤及びシステム機器）

　配電盤につきましては、設備更新案件やメンテナンス等の需要が減少し、売上減となりました。

　システム機器につきましては、排水処理施設等の案件が減少したことにより、売上減となりました。

　その結果、配電盤及びシステム機器の売上高は1,121百万円（同26.4％減）となりました。

②プラスチック成形加工事業

　樹脂成形分野における部品等につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により自動車業界向けの需要

が減少したことから、売上高は1,436百万円（同9.8％減）となりました。

③金属加工事業

　金属加工における部品等につきましては、産業用機械の需要が回復傾向に転じたことから、売上高は760百万円

（同8.9％増）となりました。

④その他

　プラスチック成形加工事業に付随する金型加工やソフトウエア開発等につきましては、需要が減少したことから、

売上高は38百万円（同27.6％減）となりました。
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(2）財政状態に関する説明

　（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は18,289百万円となり、前連結会計年度末に比べ512百万円増加

いたしました。これは主に原材料及び貯蔵品が448百万円増加したことによるものであります。固定資産は8,935百

万円となり、前連結会計年度末に比べ113百万円減少いたしました。これは主に投資その他の資産に含まれる投資

有価証券が46百万円減少したことによるものであります。

　この結果、総資産は27,225百万円となり、前連結会計年度末に比べ398百万円増加いたしました。

　（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は6,058百万円となり、前連結会計年度末に比べ53百万円減少い

たしました。これは主に流動負債のその他に含まれる未払消費税が103百万円減少したことによるものでありま

す。固定負債は3,037百万円となり、前連結会計年度末に比べ９百万円減少いたしました。これは主に長期借入金

が６百万円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9,096百万円となり、前連結会計年度末に比べ63百万円減少いたしました。

　（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は18,128百万円となり、前連結会計年度末に比べ461百万円増

加いたしました。これは主に利益剰余金が343百万円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、通期の業績予想につきましては、2022年

５月10日に公表しました業績予想を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。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,558,601 6,756,145

受取手形、売掛金及び契約資産 4,696,264 4,502,916

電子記録債権 979,257 872,972

商品及び製品 1,128,654 1,109,426

仕掛品 1,307,753 1,699,454

原材料及び貯蔵品 1,780,871 2,229,617

その他 1,325,682 1,118,858

流動資産合計 17,777,084 18,289,390

固定資産

有形固定資産 5,035,278 4,914,411

無形固定資産 319,627 317,379

投資その他の資産

その他 3,697,907 3,707,074

貸倒引当金 △3,100 △3,100

投資その他の資産合計 3,694,807 3,703,974

固定資産合計 9,049,713 8,935,764

資産合計 26,826,798 27,225,155

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,130,668 2,161,891

電子記録債務 1,594,555 1,658,644

短期借入金 344,804 344,517

未払法人税等 296,511 221,376

賞与引当金 700,523 736,818

その他 1,044,729 935,346

流動負債合計 6,111,792 6,058,594

固定負債

長期借入金 8,315 1,800

退職給付に係る負債 2,902,874 2,902,932

その他 136,330 132,907

固定負債合計 3,047,519 3,037,639

負債合計 9,159,312 9,096,234

純資産の部

株主資本

資本金 2,899,597 2,899,597

資本剰余金 580,212 580,212

利益剰余金 13,858,949 14,202,723

自己株式 △71,290 △71,416

株主資本合計 17,267,468 17,611,116

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 129,457 95,759

為替換算調整勘定 198,882 332,037

退職給付に係る調整累計額 △93,524 △81,544

その他の包括利益累計額合計 234,816 346,252

非支配株主持分 165,201 171,551

純資産合計 17,667,486 18,128,921

負債純資産合計 26,826,798 27,225,155

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

(1）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

売上高 10,816,386 11,391,540

売上原価 8,852,711 9,243,883

売上総利益 1,963,674 2,147,656

販売費及び一般管理費 1,601,244 1,740,393

営業利益 362,430 407,263

営業外収益

受取利息 1,058 693

受取配当金 17,990 28,120

為替差益 18,229 196,024

鉄屑売却収入 35,047 46,955

保険返戻金 15,142 2,746

助成金収入 5,423 18,780

その他 42,468 42,303

営業外収益合計 135,360 335,624

営業外費用

支払利息 2,712 1,379

金銭の信託運用損 － 7,425

訴訟和解金 － 5,000

その他 13,889 3,100

営業外費用合計 16,602 16,905

経常利益 481,188 725,982

特別利益

固定資産売却益 364 172

投資有価証券売却益 52 －

特別利益合計 416 172

税金等調整前四半期純利益 481,604 726,154

法人税、住民税及び事業税 143,163 201,839

法人税等調整額 △12,576 △23,795

法人税等合計 130,586 178,044

四半期純利益 351,018 548,110

非支配株主に帰属する四半期純利益 3,257 6,132

親会社株主に帰属する四半期純利益 347,761 541,977

(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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純利益 351,018 548,110

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 20,558 △33,605

為替換算調整勘定 80,788 133,155

退職給付に係る調整額 11,375 11,979

その他の包括利益合計 112,723 111,528

四半期包括利益 463,741 659,639

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 459,378 653,413

非支配株主に係る四半期包括利益 4,362 6,225

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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(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）

　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。

（会計方針の変更）

　（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-

２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適

用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表への影響はありません。

- 7 -

株式会社戸上電機製作所(6643)　2023年３月期　第２四半期決算短信


	サマリー情報
	○添付資料の目次
	１．当四半期決算に関する定性的情報
	２．四半期連結財務諸表及び主な注記
	(1）四半期連結貸借対照表
	(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２四半期連結累計期間）

	（四半期連結包括利益計算書）
	（第２四半期連結累計期間）


	(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）
	（会計方針の変更）



