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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 ％

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

2021年３月期第３四半期 16,342 0.7 1,071 3.0 1,325 13.4 945 22.5

（注）包括利益 2022年３月期第３四半期 859百万円 （△17.4％） 2021年３月期第３四半期 1,040百万円 （33.3％）

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

2022年３月期第３四半期 152.06 －

2021年３月期第３四半期 190.88 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第３四半期 25,607 17,104 66.2

2021年３月期 25,754 16,660 64.1

（参考）自己資本 2022年３月期第３四半期 16,944百万円 2021年３月期 16,511百万円

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

2021年３月期 － 35.00 － 45.00 80.00

2022年３月期 － 40.00 －

2022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 22,700 0.5 1,600 3.3 1,700 △8.9 1,230 △7.8 248.19

１．2022年３月期第３四半期の連結業績（2021年４月１日～2021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

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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） 2022年３月期３Ｑ 5,028,658株 2021年３月期 5,028,658株

②  期末自己株式数 2022年３月期３Ｑ 73,380株 2021年３月期 73,162株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期３Ｑ 4,955,353株 2021年３月期３Ｑ 4,955,877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ワクチン接種が進み、一時は

感染者数減少による景気の持ち直しの動きがみられましたが、新たな変異株により感染が再拡大し、世界的な半

導体不足や原材料価格高騰の影響もあることから、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16,893百万円（前年同期比3.4％増）となりました。

　損益面につきましては、原材料価格高騰や半導体などの電子部品の調達が困難となり一部製品の生産や販売に

影響が出たことにより、営業利益は874百万円（同18.4％減）、経常利益は1,056百万円（同20.3％減）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、753百万円（同20.3％減）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、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りましたが、第１四半期連結会計期間よ

り、量的な重要性が増加したことに伴い、報告セグメントとして「プラスチック成形加工事業」及び「金属加工

事業」を追加しております。

　これにより、当社グループの報告セグメントは「産業用配電機器事業」、「プラスチック成形加工事業」及び

「金属加工事業」の３つの報告セグメントとなります。

①産業用配電機器事業

　産業用配電機器事業の売上高は13,401百万円（同5.1％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4,161百万円（同26.0％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、前年同期と比較して需要が減少し、売上減となりました。

　その結果、配電用自動開閉器全体の売上高は7,026百万円（同2.7％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、排水処理施設における新設案件等により、売上増となりました。

　その結果、配電盤及びシステム機器の売上高は2,213百万円（同14.9％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2,338百万円（同11.0％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1,036百万

円（同17.1％増）となりました。

④その他

　各種部品のメッキ加工やプラスチック成形加工事業に付随する金型加工等につきましては、需要が好調に推移

したことにより、売上高は117百万円（同39.1％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16,947百万円となり、前連結会計年度末に比べ455百万円減少

いたしました。これは主に現金及び預金が621百万円減少したことによるものであります。固定資産は8,660百万

円となり、前連結会計年度末に比べ309百万円増加いたしました。これは主に投資その他の資産が522百万円増加

したことによるものであります。

　この結果、総資産は25,607百万円となり、前連結会計年度末に比べ146百万円減少いたしました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は5,341百万円となり、前連結会計年度末に比べ592百万円減少

いたしました。これは主に未払法人税等が313百万円、賞与引当金が286百万円減少したことによるものでありま

す。固定負債は3,160百万円となり、前連結会計年度末に比べ１百万円増加いたしました。これは主に退職給付に

係る負債が39百万円増加し、長期借入金が15百万円、固定負債のその他に含まれている長期預り保証金が18百万

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8,502百万円となり、前連結会計年度末に比べ590百万円減少いたしました。

（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17,104百万円となり、前連結会計年度末に比べ444百万円増

加いたしました。これは主に利益剰余金が338百万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、2021

年５月７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。

- 3 -

株式会社戸上電機製作所(6643)　2022年３月期　第３四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,651,576 6,029,973

受取手形、売掛金及び契約資産 4,889,039 4,564,703

電子記録債権 823,993 740,687

商品及び製品 1,156,119 1,136,338

仕掛品 1,447,193 1,570,059

原材料及び貯蔵品 1,339,568 1,666,146

その他 1,105,944 1,239,284

貸倒引当金 △10,276 －

流動資産合計 17,403,159 16,947,193

固定資産

有形固定資産 5,140,791 4,922,648

無形固定資産 265,601 270,505

投資その他の資産

その他 2,948,372 3,469,960

貸倒引当金 △3,800 △3,100

投資その他の資産合計 2,944,572 3,466,860

固定資産合計 8,350,964 8,660,013

資産合計 25,754,123 25,607,207

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,061,332 2,003,897

電子記録債務 1,278,468 1,445,557

短期借入金 348,004 370,004

未払法人税等 348,628 35,018

賞与引当金 652,226 366,079

その他 1,245,848 1,121,337

流動負債合計 5,934,509 5,341,895

固定負債

長期借入金 28,319 13,316

退職給付に係る負債 2,853,775 2,893,342

役員退職慰労引当金 8,781 11,016

その他 267,935 242,777

固定負債合計 3,158,811 3,160,451

負債合計 9,093,320 8,502,347

純資産の部

株主資本

資本金 2,899,597 2,899,597

資本剰余金 580,161 580,212

利益剰余金 12,985,174 13,323,755

自己株式 △70,513 △70,959

株主資本合計 16,394,421 16,732,605

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 152,091 155,646

為替換算調整勘定 83,527 158,513

退職給付に係る調整累計額 △118,882 △101,818

その他の包括利益累計額合計 116,737 212,341

非支配株主持分 149,644 159,913

純資産合計 16,660,802 17,104,860

負債純資産合計 25,754,123 25,607,207

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　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

売上高 16,342,681 16,893,469

売上原価 12,755,534 13,568,738

売上総利益 3,587,147 3,324,730

販売費及び一般管理費 2,515,640 2,449,926

営業利益 1,071,507 874,803

営業外収益

受取利息 1,683 1,516

受取配当金 30,417 33,863

鉄屑売却収入 25,208 62,148

為替差益 － 44,118

保険返戻金 670 15,601

補助金収入 127,042 39

助成金収入 68,078 22,798

その他 83,236 66,645

営業外収益合計 336,335 246,731

営業外費用

支払利息 4,438 3,922

売上割引 39,545 －

為替差損 29,835 －

訴訟和解金 － 40,000

その他 8,306 21,404

営業外費用合計 82,126 65,326

経常利益 1,325,716 1,056,208

特別利益

固定資産売却益 － 364

投資有価証券売却益 2,355 52

特別利益合計 2,355 416

税金等調整前四半期純利益 1,328,071 1,056,624

法人税、住民税及び事業税 290,194 205,760

法人税等調整額 83,626 87,858

法人税等合計 373,820 293,618

四半期純利益 954,250 763,005

非支配株主に帰属する四半期純利益 8,285 9,510

親会社株主に帰属する四半期純利益 945,964 753,494

(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　2020年４月１日
　至　2020年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年12月31日)

四半期純利益 954,250 763,005

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 71,849 4,287

為替換算調整勘定 △4,940 74,986

退職給付に係る調整額 19,247 17,063

その他の包括利益合計 86,155 96,337

四半期包括利益 1,040,406 859,342

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,030,700 849,098

非支配株主に係る四半期包括利益 9,706 10,244

（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）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりであります。

①工事契約に係る収益認識

　工事契約に関して、従来は工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には工事進行基準を、この

要件を満たさない工事には工事完成基準を適用していましたが、少額かつ期間がごく短い工事を除き、履行義務

を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。

　なお、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）

で算出しております。

②変動対価が含まれる取引に係る収益認識

　従来、販売費及び一般管理費または営業外費用に計上していました取引高リベート及び目標達成リベートにつ

いて、取引の実態に鑑み、売上高から減額する方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高が128,175千円減少し、売上原価が34,399千円増加し、販売費

及び一般管理費が119,793千円、営業利益が42,780千円、営業外費用が39,831千円、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益がそれぞれ2,949千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高が6,295千円増加しており

ます。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示す

ることといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に

ついて新たな表示方法により組替えを行っておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等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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