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1. 平成26年9月期第2四半期の業績（平成25年10月1日～平成26年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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9月期第2四半期 3,216 43.1 368 68.8 374 72.9 251 99.6
25年9月期第2四半期 2,248 8.5 218 73.2 216 73.9 126 129.3

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

26年9月期第2四半期 38.31 ―
25年9月期第2四半期 18.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年9月期第2四半期 7,284 3,872 53.2
25年9月期 6,312 3,685 58.4
（参考）自己資本 26年9月期第2四半期 3,872百万円 25年9月期 3,685百万円

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 
 

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9月期 ― 8.00 ― 6.00 14.00
26年9月期 ― 8.00
26年9月期（予想） ― 6.00 14.00

3. 平成26年 9月期の業績予想（平成25年10月 1日～平成26年 9月30日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有  

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

通期 5,024 18.9 426 36.1 430 39.2 286 49.7 43.61



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 注記事項

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9月期2Q 6,710,000 株 25年9月期 6,710,000 株
② 期末自己株式数 26年9月期2Q 151,390 株 25年9月期 49,090 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期2Q 6,575,993 株 25年9月期2Q 6,662,493 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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、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「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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当第２四半期累計期間における我が国経済は、政府による経済政策や円安、株価の上昇等により、緩

やかな持ち直しの傾向が見られ、企業業績が順調に推移しているものの、新興国の成長鈍化、燃料およ

び原材料価格の上昇等の影響も懸念され、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社におきましては、シース型の熱電対・ヒータ・信号ケーブル等を中心に

受注の確保を目指すとともに、例年になく集中した原子力関連の試験研究設備等の納期に対し、個人別

稼働計画の推進等による社内の生産体制の 適化等を図り対応してまいりました。 

 この結果、当第２四半期累計期間の売上高は32億１千６百万円（前年同期比43.1％増）、営業利益は

３億６千８百万円（前年同期比68.8％増）、経常利益は３億７千４百万円（前年同期比72.9％増）、四

半期純利益は、２億５千１百万円（前年同期比99.6％増）となりました。 

 セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

 エネルギー関連につきましては、福島第一原子力発電所の事故以来、計画が延期されていたものが再

開するなど、ナトリウム関連、核融合関連及び軽水炉関連等、原子力関連製品全般の受注および納期が

集中したことにより、売上高19億２千６百万円（前年同期比79.0％増）、セグメント利益（営業利益）

３億２千４百万円（前年同期比63.2％増）となりました。 

 産業システム関連につきましては、液晶パネル製造装置用の基板加熱装置等が減少した半面、半導体

製造装置関連製品等が好調に推移したことにより、売上高11億３千９百万円（前年同期比12.1％増）、

セグメント利益（営業利益）１億６千４百万円（前年同期比14.9％増）となりました。 

 その他につきましては、売上高１億５千万円（前年同期比3.3％減）、セグメント利益（営業利益）

９百万円（前年同期比40.9％減）となりました。 

  

① 資産、負債および純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における総資産は72億８千４百万円となり、前事業年度末に比べ９億７千１

百万円増加しました。負債は34億１千１百万円となり前事業年度末に比べ７億８千４百万円増加しまし

た。純資産は38億７千２百万円となり前事業年度末に比べ１億８千６百万円増加しました。 

当第２四半期会計期間末における資産、負債及び純資産の状態に関する分析は以下のとおりでありま

す。 

（流動資産） 

流動資産は、前事業年度末から９億３千１百万円増加し、47億８千１百万円となりました。これは主

に、現金及び預金および受取手形及び売掛金が増加したことによるものであります。 

（固定資産） 

固定資産は、前事業年度末から４千万円増加し、25億２百万円となりました。これは主に、投資有価

証券の売却等により投資その他の資産が減少した半面、アルミ試験棟の建設に伴う建物が増加したこと

によるものであります。 

（流動負債） 

流動負債は、前事業年度末から７億４千７百万円増加し、30億６千２百万円となりました。これは主

に、支払手形及び買掛金および電子記録債務が増加したことによるものであります。 

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

（２）財政状態に関する説明
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（固定負債） 

固定負債は、前事業年度末から３千６百万円増加し、３億４千９百万円となりました。これは主に、

長期借入金が増加したことによるものであります。 

（純資産） 

純資産は、前事業年度末から１億８千６百万円増加し、38億７千２百万円となりました。これは利益

剰余金が増加したものであります。 

  

② キャッシュ・フローのの状況 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比

べて２億７千９百万円増の15億９千万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、３億５千万円（前年同期は、１億１千

２百万円の資金の減少）となりました。これは主に、売上債権が増加（△693百万円）した反面、仕入

債務の増加（584百万円）、税引前四半期純利益の計上（375百万円）、前受金の増加（76百万円）によ

るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、５千３百万円（前年同期比114.6％

増）となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入（59百万円）があった半面、有形固定

資産の取得による支出（△102百万円）によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、１千８百万円（前年同期比65.9％減）

となりました。これは主に、長期借入れによる収入（80百万円）があった半面、配当金の支払による支

出（△39百万円）、自己株式の取得による支出（△37百万円）、借入金の返済による支出（△20百万

円）によるものであります。 

  

平成26年9月期の下期につきましては、上期に納期が集中した反動により、売上高及び作業量とも上

期に比し減少する見込みであります。 

 業績予想につきましては、 近の業績の動向等を踏まえ、平成26年２月13日に発表いたしました業績

予想を修正しております。 

 詳細は、本日発表いたしました「平成26年９月期第２四半期(累計)個別業績予想との差異および通期

個別業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

助川電気工業㈱（7711）　平成26年９月期　第２四半期決算短信（非連結）

3



２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,311,695 1,590,757

受取手形及び売掛金 1,742,368 2,436,228

商品及び製品 130,739 126,631

仕掛品 328,780 280,730

原材料及び貯蔵品 240,207 257,405

その他 100,068 93,328

貸倒引当金 △3,600 △3,600

流動資産合計 3,850,259 4,781,481

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 587,598 651,597

土地 884,958 884,958

その他（純額） 203,389 224,740

有形固定資産合計 1,675,946 1,761,295

無形固定資産 33,151 32,158

投資その他の資産   

その他 765,784 719,703

貸倒引当金 △12,379 △10,579

投資その他の資産合計 753,405 709,124

固定資産合計 2,462,503 2,502,578

資産合計 6,312,762 7,284,060

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 648,688 1,044,577

電子記録債務 － 188,189

短期借入金 1,240,000 1,240,000

未払法人税等 101,224 117,333

賞与引当金 76,296 76,862

その他 248,796 395,925

流動負債合計 2,315,006 3,062,888

固定負債   

長期借入金 10,632 63,952

退職給付引当金 292,486 275,692

その他 9,038 9,435

固定負債合計 312,156 349,079

負債合計 2,627,162 3,411,967
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成26年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 921,100 921,100

資本剰余金 1,164,309 1,164,309

利益剰余金 1,598,948 1,810,894

自己株式 △31,585 △69,458

株主資本合計 3,652,772 3,826,845

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32,827 45,247

評価・換算差額等合計 32,827 45,247

純資産合計 3,685,600 3,872,092

負債純資産合計 6,312,762 7,284,060
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 2,248,199 3,216,451

売上原価 1,660,660 2,410,255

売上総利益 587,539 806,195

販売費及び一般管理費 369,283 437,683

営業利益 218,255 368,512

営業外収益   

受取利息 2,087 1,913

受取配当金 2,073 3,102

受取保険金 － 5,104

その他 5,027 6,672

営業外収益合計 9,188 16,792

営業外費用   

支払利息 9,408 9,009

その他 1,477 1,958

営業外費用合計 10,885 10,968

経常利益 216,558 374,336

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,508

特別利益合計 － 1,508

特別損失   

投資有価証券売却損 21,238 －

特別損失合計 21,238 －

税引前四半期純利益 195,320 375,844

法人税、住民税及び事業税 90,000 109,000

法人税等調整額 △20,875 14,933

法人税等合計 69,124 123,933

四半期純利益 126,196 251,911
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 195,320 375,844

減価償却費 59,134 43,873

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,800 △1,800

賞与引当金の増減額（△は減少） 381 566

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35,187 △16,794

投資有価証券売却損益（△は益） 21,238 △1,508

受取利息及び受取配当金 △4,161 △5,015

支払利息 9,408 9,009

売上債権の増減額（△は増加） △667,031 △693,860

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,244 34,959

仕入債務の増減額（△は減少） 213,046 584,078

前受金の増減額（△は減少） － 76,094

その他 55,766 33,065

小計 △78,641 438,513

利息及び配当金の受取額 4,158 5,018

利息の支払額 △9,338 △8,970

法人税等の支払額 △30,149 △93,315

その他 1,750 9,225

営業活動によるキャッシュ・フロー △112,220 350,472

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,219 △12,253

有価証券の売却による収入 2,306 59,078

有形固定資産の取得による支出 △25,957 △102,132

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 2,030 2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,841 △53,307

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,200,000 1,700,000

短期借入金の返済による支出 △1,200,000 △1,700,000

長期借入れによる収入 － 80,000

長期借入金の返済による支出 △26,338 △20,672

自己株式の取得による支出 △117 △37,872

配当金の支払額 △26,650 △39,558

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,106 △18,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △190,167 279,061

現金及び現金同等物の期首残高 1,123,235 1,311,695

現金及び現金同等物の四半期末残高 933,067 1,590,757
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（４）四半期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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Ⅰ  前第２四半期累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成25年３月31日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食店の経営等を含んでおりま

す。 

２ セグメント損益の調整額△140,560千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  

該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第２四半期累計期間(自  平成25年10月１日  至  平成26年３月31日) 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食店の経営等を含んでおりま

す。 

２ セグメント損益の調整額△130,623千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告

セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  

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】

          (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期損益
計算書計上
額(注)３エネルギー 

関連事業
産業システ
ム関連事業

計

売上高              

  外部顧客への売上高 1,076,417 1,016,172 2,092,590 155,609 2,248,199 ― 2,248,199

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,076,417 1,016,172 2,092,590 155,609 2,248,199 ― 2,248,199

セグメント利益 199,049 143,087 342,137 16,678 358,815 △140,560 218,255
 

          (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額
(注)２

四半期損益
計算書計上
額(注)３エネルギー 

関連事業
産業システ
ム関連事業

計

売上高              

  外部顧客への売上高 1,926,758 1,139,278 3,066,037 150,414 3,216,451 ― 3,216,451

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,926,758 1,139,278 3,066,037 150,414 3,216,451 ― 3,216,451

セグメント利益 324,926 164,352 489,279 9,856 499,135 △130,623 368,512
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当第２四半期累計期間における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期累計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 
２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(注) １ 主な相手先別の販売実績および当該販売実績に対する割合 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

エネルギー関連 1,920,377 197.7

産業システム関連 1,117,242 111.1

その他 3,774 123.9

合計 3,041,394 153.6
 

② 受注実績

セグメントの名称 受注高(千円) 前年同四半期比(％) 受注残高(千円) 前年同四半期比(％)

エネルギー関連 1,486,550 144.1 1,142,572 76.9

産業システム関連 883,295 119.0 526,423 147.4

その他 3,774 123.9 ― ―

合計 2,373,620 133.6 1,668,996 90.5
 

③ 販売実績

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

エネルギー関連 1,926,758 179.0

産業システム関連 1,139,278 112.1

その他 150,414 96.7

合計 3,216,451 143.1
 

相手先
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

独立行政法人日本原子力 
研究開発機構

225,946 10.1 501,558 15.6
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