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1. 平成30年9月期第2四半期の業績（平成29年10月1日～平成30年3月31日）

(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 ％

30年9月期第2四半期 2,612 21.0 359 74.0 362 73.6 250 62.4

29年9月期第2四半期 2,159 △11.7 206 △26.6 208 △25.6 153 △20.2

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

30年9月期第2四半期 42.61 ―

29年9月期第2四半期 25.38 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年9月期第2四半期 6,758 3,626 53.7

29年9月期 6,461 3,467 53.7

（参考）自己資本 30年9月期第2四半期 3,626百万円 29年9月期 3,467百万円

2. 配当の状況

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

29年9月期 ― 12.00 ― 14.00 26.00

30年9月期 ― 14.00

30年9月期（予想） ― 14.00 28.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 9月期の業績予想（平成29年10月 1日～平成30年 9月30日）

（％表示は、対前期増減率）

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 4,717 6.7 465 33.2 467 31.8 315 838.0 53.68

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

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

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年9月期2Q 6,710,000 株 29年9月期 6,710,000 株

② 期末自己株式数 30年9月期2Q 841,446 株 29年9月期 841,413 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年9月期2Q 5,868,570 株 29年9月期2Q 6,067,787 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又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

・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およ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.2「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。



助川電気工業株式会社(7711) 平成30年９月期 第２四半期決算短信

1

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ………………………………………………………………………………２

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………２

２．四半期財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………３

（１）四半期貸借対照表 ……………………………………………………………………………………３

（２）四半期損益計算書 ……………………………………………………………………………………５

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………６

（４）四半期財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………７

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………７

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………７

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………８

３．補足情報 …………………………………………………………………………………………………９

（１）生産、受注及び販売の状況 …………………………………………………………………………９

決算短信（宝印刷） 2018年05月09日 11時18分 1ページ（Tess 1.50(64) 20180315_01）



助川電気工業株式会社(7711) 平成30年９月期 第２四半期決算短信

2

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２四半期累計期間（平成29年10月１日～平成30年３月31日）は、当社のコア技術を生かし、シース熱電対・

ヒータ・信号ケーブル等の製品を、火力発電、半導体製造装置やＦＰＤ製造装置および各種プラント等広範囲にわ

たり拡販すること、ならびに電磁ポンプを軸とする各種溶融金属機器の充実を図ることに注力してまいりました。

　この結果、売上高は26億１千２百万円（前年同四半期比21.0％増）、営業利益は３億５千９百万円（前年同四半

期比74.0％増）、経常利益は３億６千２百万円（前年同四半期比73.6％増）、四半期純利益は２億５千万円（前年

同期比62.4％増）と増収増益となりました。

　セグメント別の概況は、次のとおりであります。

　エネルギー関連事業につきましては、火力発電向け製品が低迷する中、韓国向けＦＢＲ関連製品や国内のシビア

アクシデント対策関連製品等があったことにより、売上高は９億８千９百万円（前年同四半期比22.4％増）、セグ

メント利益（営業利益）は２億７百万円（前年同四半期比54.6％増）となりました。

　産業システム関連事業につきましては、ＦＰＤ製造装置関連製品は前年並みで推移しましたが、半導体製造装置

関連製品が前期に引き続き好調に推移したことにより、売上高は15億２千７百万円（前年同四半期比21.9％増）、

セグメント利益は（営業利益）３億１千万円（前年同四半期比21.6％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　総資産は、前事業年度末に比べ２億９千７百万円増加し、67億５千８百万円となりました。これは主に受取手形

及び売掛金が増加したことによるものであります。

（負債）

　負債は、前事業年度末に比べ１億３千８百万円増加し、31億３千２百万円となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金等の仕入債務が増加したことによるものであります。

（純資産）

　純資産は、前事業年度末に比べ１億５千８百万円増加し、36億２千６百万円となりました。これは主に、配当金

の支払があったものの、四半期純利益を計上したことによるものであります。

　

②キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金の増加は、１億３千７百万円（前年同四半期は９千万円の増加）となりました。これは主に、

売上債権の増加（△381百万円）があった一方、税引前四半期純利益（362百万円）の計上および仕入債務の増加

（139百万円）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）

　投資活動による資金の減少は、６千６百万円（前年同四半期は６千６百万円の減少）となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出（△71百万円）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）

　財務活動による資金の減少は、１億１千１百万円（前年同四半期は８千８百万円の減少）となりました。これは

主に、配当金の支払額（△81百万円）によるものであります。

　その結果、当第２四半期会計期間末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

比較して４千１百万円減少し、７億８千８百万円となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　平成30年９月期の業績予想につきましては、平成30年２月８日付の「平成30年９月期第２四半期累計期間業績予

想および通期業績予想の修正に関するお知らせ」で公表しました業績予想から変更ありません。

　なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後様々な要因によって

予想数値と異なる場合があります。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成29年９月30日)

当第２四半期会計期間
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 829,702 788,327

受取手形及び売掛金 1,790,684 2,080,492

電子記録債権 263,072 354,320

商品及び製品 182,043 180,766

仕掛品 337,290 354,805

原材料及び貯蔵品 371,819 378,322

その他 91,649 77,977

貸倒引当金 △1,579 ―

流動資産合計 3,864,684 4,215,012

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 627,679 611,647

土地 854,844 854,844

その他（純額） 297,502 281,478

有形固定資産合計 1,780,026 1,747,970

無形固定資産 37,216 37,534

投資その他の資産

その他 779,474 758,115

投資その他の資産合計 779,474 758,115

固定資産合計 2,596,717 2,543,620

資産合計 6,461,401 6,758,633

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 492,815 583,379

電子記録債務 130,957 179,881

短期借入金 840,000 640,000

賞与引当金 75,582 77,623

その他 399,406 458,491

流動負債合計 1,938,761 1,939,374

固定負債

社債 400,000 600,000

長期借入金 48,716 33,400

退職給付引当金 236,732 223,806

役員退職慰労引当金 351,687 322,297

その他 17,962 13,687

固定負債合計 1,055,097 1,193,191

負債合計 2,993,859 3,132,565
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(単位：千円)

前事業年度
(平成29年９月30日)

当第２四半期会計期間
(平成30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 1,835,723 2,003,596

自己株式 △510,578 △510,623

株主資本合計 3,410,554 3,578,382

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 56,988 47,684

評価・換算差額等合計 56,988 47,684

純資産合計 3,467,542 3,626,067

負債純資産合計 6,461,401 6,758,633
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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28年10月１日
　至 平成29年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 2,159,877 2,612,444

売上原価 1,553,390 1,877,466

売上総利益 606,487 734,977

販売費及び一般管理費 399,889 375,449

営業利益 206,598 359,528

営業外収益

受取利息 2,311 1,790

受取配当金 2,481 3,162

投資有価証券売却益 ― 6,548

その他 4,984 7,258

営業外収益合計 9,778 18,759

営業外費用

支払利息 6,800 6,451

社債発行費 ― 7,900

その他 911 1,767

営業外費用合計 7,711 16,119

経常利益 208,664 362,168

税引前四半期純利益 208,664 362,168

法人税、住民税及び事業税 41,933 109,592

法人税等調整額 12,753 2,543

法人税等合計 54,686 112,135

四半期純利益 153,978 250,033
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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28年10月１日
　至 平成29年３月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年10月１日
　至 平成30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 208,664 362,168

減価償却費 80,545 85,334

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,800 △1,579

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,942 2,041

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,765 △12,925

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） ― △29,389

受取利息及び受取配当金 △4,793 △4,953

支払利息 6,800 6,451

売上債権の増減額（△は増加） △51,076 △381,056

たな卸資産の増減額（△は増加） △72,806 △22,740

仕入債務の増減額（△は減少） △58,013 139,487

投資有価証券売却損益（△は益） ― △6,548

その他 15,725 35,931

小計 106,422 172,222

利息及び配当金の受取額 4,797 4,956

利息の支払額 △6,750 △6,291

法人税等の支払額 △16,629 △45,004

その他 3,013 11,143

営業活動によるキャッシュ・フロー 90,853 137,026

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △62,840 △71,030

無形固定資産の取得による支出 △2,700 △1,608

投資有価証券の取得による支出 △52,402 △32,542

投資有価証券の売却及び償還による収入 49,311 36,897

貸付金の回収による収入 2,070 1,739

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,561 △66,545

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 900,000 900,000

短期借入金の返済による支出 △900,000 △1,100,000

長期借入金の返済による支出 △18,024 △18,024

社債の発行による収入 ― 191,468

自己株式の取得による支出 ― △44

配当金の支払額 △66,120 △81,337

その他 △3,919 △3,919

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,063 △111,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,771 △41,375

現金及び現金同等物の期首残高 896,859 829,702

現金及び現金同等物の四半期末残高 833,087 788,327
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（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）

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。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期累計期間(自 平成28年10月１日 至 平成29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

(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 808,312 1,253,457 2,061,770 98,107 2,159,877 ― 2,159,877

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 808,312 1,253,457 2,061,770 98,107 2,159,877 ― 2,159,877

セグメント利益 134,363 255,290 389,653 6,729 396,383 △189,784 206,598

(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 セグメント利益の調整額△189,784千円は、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29年10月１日 至 平成30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

(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 989,723 1,527,613 2,517,336 95,108 2,612,444 ― 2,612,444

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 989,723 1,527,613 2,517,336 95,108 2,612,444 ― 2,612,444

セグメント利益 207,690 310,327 518,018 5,661 523,679 △164,151 359,528

(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 セグメント利益の調整額△164,151千円は、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。
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３．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

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。

セグメントの名称 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

エネルギー関連事業 1,039,351 125.8

産業システム関連事業 1,473,574 113.0

その他 2,262 102.7

合計 2,515,187 118.0

(注) １ その他のうち飲食店は記載しておりません。

２ 金額は、販売価格によっております。

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

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。

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(％)

エネルギー関連事業 810,818 85.2 789,294 78.9

産業システム関連事業 1,574,165 127.4 1,007,688 143.0

その他 2,262 102.7 ― ―

合計 2,387,246 109.0 1,796,983 105.4

(注) １ その他のうち飲食店は、一般消費者へ直接販売する飲食事業を行っておりますので、記載しておりません。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

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。

セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

エネルギー関連事業 989,723 122.4

産業システム関連事業 1,527,613 121.9

その他 95,108 96.9

合計 2,612,444 121.0

(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

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(％)

㈱シンワバネス 171,397 7.9 356,140 13.6

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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