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1. 平成26年9月期第1四半期の業績（平成25年10月1日～平成25年12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1四半期 1,423 37.2 132 136.5 139 143.8 87 150.3
25年9月期第1四半期 1,037 △0.4 56 △24.2 57 △21.3 34 31.2

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

26年9月期第1四半期 13.20 ―
25年9月期第1四半期 5.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年9月期第1四半期 6,363 3,714 58.4
25年9月期 6,312 3,685 58.4
（参考）自己資本 26年9月期第1四半期 3,714百万円 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 ―
26年9月期（予想） 8.00 ― 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
・業績予想の修正については、添付資料３ページ「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照下さい。 

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

第2四半期(累計) 2,944 30.9 287 31.5 291 34.4 176 39.5 26.83
通期 4,717 11.6 354 13.0 354 14.4 224 17.3 34.15



(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
②①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1Q 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1Q 150,690 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1Q 6,593,177 株 25年9月期1Q 6,662,634 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１四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

受注の確保および個人別稼働計画の推進等による社内の生産体制の 適化等を図ってまいりました。 

 この結果、当第１四半期累計期間の売上高は14億２千３百万円（前年同期比37.2％増）、営業利益は

１億３千２百万円（前年同期比136.5％増）、経常利益は１億３千９百万円（前年同期比143.8％増）、

四半期純利益は、８千７百万円（前年同期比150.3％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、原子力関連製品全般の納期が集中したことにより、売上高７億１千

１百万円（前年同期比94.6％増）、セグメント利益（営業利益）９千９百万円（前年同期比94.9％増）

となりました。 

 産業システム関連につきましては、半導体および液晶パネル製造装置関連製品とも、比較的好調に推

移したことにより、売上高６億３千６百万円（前年同期比7.1％増）、セグメント利益（営業利益）９

千７百万円（前年同期比32.4％増）となりました。 

 その他につきましては、売上高７千５百万円（前年同期比3.1％減）、セグメント利益（営業利益）

６百万円（前年同期比19.8％減）となりました。 

  

当第１四半期会計期間末における総資産は63億６千３百万円となり、前事業年度末に比べ５千万円増

加しました。負債は26億４千８百万円となり、前事業年度末に比べ２千１百万円増加しました。純資産

は37億１千４百万円となり、前事業年度末に比べ２千９百万円増加しました。 

当第１四半期会計期間末における資産、負債およ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８千４百万円増加し、39億３千５百万円となりました。これは主に、

現金及び預金および仕掛品が減少した反面、受取手形及び売掛金および未収入金（その他）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３千４百万円減少し、24億２千７百万円となりました。これは主に、

アルミ試験棟の建設に伴う建設仮勘定（有形固定資産その他）が増加した反面、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５千２百万円増加し、23億６千７百万円となりました。これは主に、

未払費用（その他）および未払法人税等（その他）が減少した反面、支払手形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。 

（固定負債） 

固定負債は、前事業年度末から３千万円減少し、２億８千１百万円となりました。これは主に、退職

給付引当金が減少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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（純資産） 

純資産は、前事業年度末から２千９百万円増加し、37億１千４百万円となりました。これは主に、配

当金の支払があった反面、四半期純利益の計上によるものであります。 

  

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25年11月14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１四半期決算短信（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１四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,311,695 1,053,257

受取手形及び売掛金 1,742,368 2,220,407

商品及び製品 130,739 125,732

仕掛品 328,780 163,089

原材料及び貯蔵品 240,207 255,250

その他 100,068 121,042

貸倒引当金 △3,600 △3,600

流動資産合計 3,850,259 3,935,179

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 587,598 579,156

土地 884,958 884,958

その他（純額） 203,389 226,854

有形固定資産合計 1,675,946 1,690,969

無形固定資産 33,151 32,820

投資その他の資産   

その他 765,784 715,675

貸倒引当金 △12,379 △11,479

投資その他の資産合計 753,405 704,196

固定資産合計 2,462,503 2,427,985

資産合計 6,312,762 6,363,165

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 648,688 659,194

電子記録債務 － 124,621

短期借入金 1,240,000 1,300,000

賞与引当金 76,296 19,215

その他 350,021 264,183

流動負債合計 2,315,006 2,367,214

固定負債   

長期借入金 10,632 6,630

退職給付引当金 292,486 266,410

その他 9,038 8,244

固定負債合計 312,156 281,285

負債合計 2,627,162 2,648,500
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年９月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年12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 1,646,011

自己株式 △31,585 △69,177

株主資本合計 3,652,772 3,662,243

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32,827 52,421

評価・換算差額等合計 32,827 52,421

純資産合計 3,685,600 3,714,665

負債純資産合計 6,312,762 6,363,165
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 1,037,115 1,423,106

売上原価 805,528 1,095,879

売上総利益 231,586 327,226

販売費及び一般管理費 175,364 194,233

営業利益 56,222 132,993

営業外収益   

受取利息 1,081 1,006

受取配当金 2,073 2,352

受取保険金 － 5,104

その他 2,976 4,469

営業外収益合計 6,131 12,932

営業外費用   

支払利息 4,760 4,409

その他 173 1,525

営業外費用合計 4,933 5,934

経常利益 57,419 139,991

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,508

特別利益合計 － 1,508

税引前四半期純利益 57,419 141,499

法人税、住民税及び事業税 2,730 6,000

法人税等調整額 19,919 48,471

法人税等合計 22,649 54,471

四半期純利益 34,770 87,027

助川電気工業㈱（7711）　平成26年９月期　第１四半期決算短信（非連結）

6



  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）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１四半期累計期間(自  平成24年10月１日  至  平成24年12月31日) 

１．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 セグメント利益の調整額△76,317千円は、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１四半期累計期間(自  平成25年10月１日  至  平成25年12月31日) 

１．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 セグメント利益の調整額△70,241千円は、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
産業システ
ム関連

計

売上高              

  外部顧客への売上高 365,659 593,736 959,396 77,719 1,037,115 ― 1,037,115

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 365,659 593,736 959,396 77,719 1,037,115 ― 1,037,115

セグメント利益 51,123 73,400 124,524 8,016 132,540 △76,317 56,222
 

          (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
産業システ
ム関連

計

売上高              

  外部顧客への売上高 711,651 636,159 1,347,811 75,295 1,423,106 ― 1,423,106

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ― ―  

計 711,651 636,159 1,347,811 75,295 1,423,106 ― 1,423,106

セグメント利益 99,635 97,170 196,806 6,429 203,235 △70,241 132,993
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当第１四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１四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１四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 572,289 198.7

産業システム関連 612,087 101.6

その他 1,593 100.7

合計 1,185,970 132.9
 

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 598,990 92.5 1,470,119 81.1

産業システム関連 612,066 142.0 758,313 161.9

その他 1,593 100.7 ― ―

合計 1,212,650 112.3 2,228,432 97.7
 

(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 711,651 194.6

産業システム関連 636,159 107.1

その他 75,295 96.9

合計 1,423,106 137.2
 

相手先
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

日立ＧＥニュークリア・
エナジー㈱

65,709 6.3 157,693 11.1

独立行政法人日本原子力 
研究開発機構

31,511 3.0 133,373 9.4

㈱日立製作所 84,479 8.1 125,492 8.8
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