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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。  

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第138期 

第１四半期連結 
累計期間 

第139期 
第１四半期連結 

累計期間 
第138期 

会計期間 
自平成24年４月１日 
至平成24年６月30日 

自平成25年４月１日 
至平成25年６月30日 

自平成24年４月１日 
至平成25年３月31日 

売上高（千円）  3,947,439  3,708,477  17,301,391

経常利益（千円）  101,868  157,731  755,596

四半期（当期）純利益（千円）   67,996  135,179  496,333

四半期包括利益又は包括利益 

（千円） 
57,094  206,797  649,608

純資産額（千円）  5,671,456  6,368,398  6,238,449

総資産額（千円）  16,933,945  16,533,403  17,010,201

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円） 
 2.73  5.43  19.94

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －

自己資本比率（％）  32.7  37.9  35.9

２【事業の内容】
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 当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。  

  

(1）業績の状況  

 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。 

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(2）財政状態の分析  

 （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）事業上及び財務上の対処すべき課題  

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

  

(4）研究開発活動  

 当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、27百万円であります。 

 なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。  
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

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。 

  

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

  

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  94,000,000

計  94,000,000

種類 
第１四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成25年６月30日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成25年８月８日） 

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名 

内容 

普通株式  25,143,291  25,143,291
東京証券取引所 

市場第二部 

単元株式数 

1,000株  

計  25,143,291  25,143,291 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成25年４月１日～ 

平成25年６月30日 
 －  25,143  －  2,899,597  －  483,722

（６）【大株主の状況】
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 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。 

  

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、 

     「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。  

②【自己株式等】 

 （注） 当第１四半期会計期間末の自己株式数は257,000株であります。  

  

 該当事項はありません。  

（７）【議決権の状況】

  平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      256,000 － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式    24,535,000  24,535 － 

単元未満株式 普通株式      352,291 － 
１単元（1,000株）未

満の株式 

発行済株式総数       25,143,291 － － 

総株主の議決権 －  24,535 － 

  平成25年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

㈱戸上電機製作所 
佐賀市大財北町 

１－１ 
 256,000  －  256,000  1.0

計 －  256,000  －  256,000  1.0

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平

成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

第４【経理の状況】
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１【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
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（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) 

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

2013/08/09 15:08:5513930097_第１四半期報告書_20130809150848

- 10 -



  (1）連結の範囲の重要な変更 

 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

ら除外しております。 

 (2）持分法適用の範囲の重要な変更 

 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。 

  

１ 受取手形割引高 

  

  

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。  

  

Ⅰ 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） 

配当金支払額 

  

Ⅱ 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） 

配当金支払額 

  

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

（四半期連結貸借対照表関係）

  
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） 

受取手形割引高 千円 13,878 千円 34,393

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
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） 

減価償却費 千円 93,217 千円 83,916

（株主資本等関係）

（決 議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日

定時株主総会 
普通株式  24,891  1.0  平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金

（決 議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日

定時株主総会 
普通株式  49,773  2.0  平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金
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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）及び当第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） 

 当社グループは、産業用配電機器事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

  

該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

（１株当たり情報）

  
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） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭 2 73 円 銭 5 43

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円）  67,996  135,179

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円）  67,996  135,179

普通株式の期中平均株式数（千株）  24,891  24,886

（重要な後発事象）

２【その他】
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該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社戸上電

機製作所の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日か

ら平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。 

  

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

  

監査人の責任  

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。  

  

監査人の結論 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社戸上電機製作所及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財

政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。  

  

利害関係  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成25年８月７日

株式会社戸上電機製作所 

取締役会  御中 

新日本有限責任監査法人 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士  佐 藤  宏 文 印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士  矢  野  真  紀 印 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別

途保管しております。  

 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。   
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【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 福岡財務支局長 

【提出日】 平成25年８月８日 

【会社名】 株式会社戸上電機製作所 

【英訳名】 Togami Electric Mfg. Co.,Ltd.  

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  戸上 信一 

【 高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 佐賀市大財北町１番１号 

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

㈱戸上電機製作所 東京オフィス 

（東京都目黒区青葉台四丁目１番13号 戸上ビル） 

㈱戸上電機製作所 中部オフィス 

（愛知県名古屋市熱田区花表町21番２号） 

㈱戸上電機製作所 関西オフィス 

（大阪府吹田市江の木町12番５号 大阪戸上ビル） 

㈱戸上電機製作所 九州オフィス 

（福岡県福岡市中央区天神四丁目３番30号 天神ビル新館） 
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 当社代表取締役社長 戸上信一は、当社の第139期第１四半期（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）の四半

期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】
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