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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３四半期 17,847 5.6 971 11.0 1,278 21.1 937 24.4

2022年３月期第３四半期 16,893 3.4 874 △18.4 1,056 △20.3 753 △20.3

（注）包括利益 2023年３月期第３四半期 1,096百万円 （27.6％） 2022年３月期第３四半期 859百万円 （△17.4％）

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３四半期 189.21 －

2022年３月期第３四半期 152.06 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第３四半期 27,740 18,367 65.6

2022年３月期 26,826 17,667 65.2

（参考）自己資本 2023年３月期第３四半期 18,187百万円 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

（％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

１．2023年３月期第３四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年12月31日）

（２）連結財政状態

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

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）

（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  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期３Ｑ 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３Ｑ 73,982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３Ｑ 4,954,973株 2022年３月期３Ｑ 4,955,353株

※  注記事項

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（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３四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、行動

制限の緩和など各種政策の効果もあり、景気の持ち直しの動きが見られましたが、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売上は減少したものの、海外向け電磁開閉

器の需要が回復傾向に転じたこと、また、金属加工部品等の需要が好調に推移したことにより、当第３四半期連

結累計期間の売上高は17,847百万円（前年同期比5.6％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971百万円（同11.0％増）、経常利益は1,278百万円（同21.1％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、937百万円（同24.4％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14,471百万円（同8.0％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4,970百万円（同19.4％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、新型コロナウイルス感染症拡大によ

り停滞していた工事の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7,661百万円（同9.0％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1,839百万円（同16.9％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2,073百万円（同11.3％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1,215百万

円（同13.5％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、需要が好調に推移した

ことにより、売上高は86百万円（同3.6％増）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３四半期連結会計期間末における流動資産は18,800百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,023百万円増

加いたしました。これは主に仕掛品が652百万円増加したことによるものであります。固定資産は8,940百万円と

なり、前連結会計年度末に比べ109百万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繰延税金資

産が97百万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27,740百万円となり、前連結会計年度末に比べ914百万円増加いたしました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は6,317百万円となり、前連結会計年度末に比べ206百万円増加

いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が391百万円、電子記録債務が192百万円増加したことによるもの

であります。固定負債は3,055百万円となり、前連結会計年度末に比べ８百万円増加いたしました。これは主に退

職給付に係る負債が23百万円増加したことによるものであります。

　この結果、負債合計は9,373百万円となり、前連結会計年度末に比べ214百万円増加いたしました。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は18,367百万円となり、前連結会計年度末に比べ699百万円増

加いたしました。これは主に利益剰余金が541百万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３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,558,601 6,286,669

受取手形、売掛金及び契約資産 4,696,264 4,750,740

電子記録債権 979,257 1,102,744

商品及び製品 1,128,654 1,196,026

仕掛品 1,307,753 1,959,892

原材料及び貯蔵品 1,780,871 2,265,506

その他 1,325,682 1,239,232

流動資産合計 17,777,084 18,800,812

固定資産

有形固定資産 5,035,278 4,998,795

無形固定資産 319,627 357,916

投資その他の資産

その他 3,697,907 3,586,480

貸倒引当金 △3,100 △3,100

投資その他の資産合計 3,694,807 3,583,380

固定資産合計 9,049,713 8,940,093

資産合計 26,826,798 27,740,905

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,130,668 2,522,270

電子記録債務 1,594,555 1,787,122

短期借入金 344,804 366,516

未払法人税等 296,511 48,597

賞与引当金 700,523 415,087

その他 1,044,729 1,178,316

流動負債合計 6,111,792 6,317,910

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 2,926,089

その他 136,330 128,011

固定負債合計 3,047,519 3,055,900

負債合計 9,159,312 9,373,810

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 14,400,058

自己株式 △71,290 △71,985

株主資本合計 17,267,468 17,807,882

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 129,457 126,655

為替換算調整勘定 198,882 328,564

退職給付に係る調整累計額 △93,524 △75,555

その他の包括利益累計額合計 234,816 379,664

非支配株主持分 165,201 179,547

純資産合計 17,667,486 18,367,095

負債純資産合計 26,826,798 27,740,905

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３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 16,893,469 17,847,053

売上原価 13,568,738 14,247,634

売上総利益 3,324,730 3,599,418

販売費及び一般管理費 2,449,926 2,628,026

営業利益 874,803 971,392

営業外収益

受取利息 1,516 959

受取配当金 33,863 45,299

鉄屑売却収入 62,148 71,885

為替差益 44,118 93,968

保険返戻金 15,601 29,773

助成金収入 22,798 21,730

その他 66,685 63,561

営業外収益合計 246,731 327,177

営業外費用

支払利息 3,922 2,036

金銭の信託運用損 － 6,247

訴訟和解金 40,000 5,000

その他 21,404 6,481

営業外費用合計 65,326 19,765

経常利益 1,056,208 1,278,804

特別利益

固定資産売却益 364 216

投資有価証券売却益 52 －

特別利益合計 416 216

税金等調整前四半期純利益 1,056,624 1,279,020

法人税、住民税及び事業税 205,760 237,584

法人税等調整額 87,858 90,319

法人税等合計 293,618 327,904

四半期純利益 763,005 951,116

非支配株主に帰属する四半期純利益 9,510 13,603

親会社株主に帰属する四半期純利益 753,494 937,513

(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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純利益 763,005 951,116

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,287 △2,216

為替換算調整勘定 74,986 129,681

退職給付に係る調整額 17,063 17,969

その他の包括利益合計 96,337 145,434

四半期包括利益 859,342 1,096,550

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 849,098 1,082,361

非支配株主に係る四半期包括利益 10,244 14,188

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。
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