
 

 

平成 21 年５月 20 日 

各      位 

会 社 名  助川電気工業株式会社 

代表者名  代表取締役社長 百目鬼 孝一 

（コード番号  ７７１１ ＪＡＳＤＡＱ） 

問合せ先  取締役管理部長 小滝 理            

（TEL．０２９３－２３－６４１１） 

 

（訂正・数値データあり）「平成 21 年９月期第１四半期決算短信」の一部訂正について 
 

 平成 21 年２月９日付で開示しました「平成 21 年９月期 第１四半期決算短信」の記載内容に一部

誤りがありましたので、その訂正を下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所は下線を付し

て表示しております。 

記 

１．訂正箇所 

5 ページ 5.【四半期財務諸表等】(1)【四半期連結貸借対照表】 

２．訂正内容 

5 ページ 5.【四半期財務諸表等】(1)【四半期連結貸借対照表】 

（訂正前） 

 

（訂正後） 

 
 

以  上 

 



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 280,113 382,477

受取手形及び売掛金 1,997,202 2,039,843

商品及び製品 110,010 126,153

仕掛品 798,602 557,718

原材料及び貯蔵品 284,499 271,659

その他 76,611 105,587

貸倒引当金 △8,469 △8,469

流動資産合計 3,538,569 3,474,970

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 774,370 776,935

機械装置及び運搬具（純額） 256,630 265,007

土地 896,062 896,062

その他（純額） 125,510 116,022

有形固定資産合計 2,052,574 2,054,029

無形固定資産 33,886 33,291

投資その他の資産   

投資有価証券 439,108 509,266

その他 465,799 420,632

貸倒引当金 △23,679 △25,179

投資その他の資産 881,229 904,720

固定資産合計 2,967,690 2,992,041

資産合計 6,506,260 6,467,011

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 711,290 864,037

短期借入金 1,350,000 940,000

未払法人税等 124 124

賞与引当金 20,205 82,116

その他 269,769 341,907

流動負債合計 2,351,389 2,228,185

固定負債   

長期借入金 225,845 243,346

退職給付引当金 337,335 258,790

その他 7,888 9,066

固定負債合計 571,068 511,202

負債合計 2,922,458 2,739,388



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 921,100 921,100

資本剰余金 1,164,346 1,164,346

利益剰余金 1,552,439 1,670,430

自己株式 △25,628 △25,485

株主資本合計 3,612,257 3,730,391

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △28,454 △2,768

評価・換算差額等合計 △28,454 △2,768

純資産合計 3,583,802 3,727,622

負債純資産合計 6,506,260 6,467,011



(2)【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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 874,968

売上原価 702,305

売上総利益 172,662

販売費及び一般管理費 193,326

営業損失（△） △20,663

営業外収益  

受取利息 2,530

受取配当金 1,159

その他 2,497

営業外収益合計 6,188

営業外費用  

支払利息 8,261

為替差損 5,580

その他 100

営業外費用合計 13,942

経常損失（△） △28,417

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,500

債務保証損失引当金戻入額 1,000

特別利益合計 2,500

特別損失  

有形固定資産除却損 140

投資有価証券評価損 19,879

特別損失合計 20,019

税金等調整前四半期純損失（△） △45,937

法人税、住民税及び事業税 13,245

法人税等調整額 △1,252

法人税等合計 11,992

四半期純損失（△） △57,929



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △45,937

減価償却費 34,765

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △61,911

退職給付引当金の増減額（△は減少） 78,544

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △1,000

受取利息及び受取配当金 △3,690

支払利息 8,261

為替差損益（△は益） 5,580

有形固定資産除売却損益（△は益） 140

売上債権の増減額（△は増加） 42,640

たな卸資産の増減額（△は増加） △237,580

仕入債務の増減額（△は減少） △152,747

投資有価証券評価損益（△は益） 19,879

その他の資産の増減額（△は増加） △2,227

その他の負債の増減額（△は減少） △101,355

その他 27,127

小計 △391,010

利息及び配当金の受取額 3,702

利息の支払額 △7,890

法人税等の支払額 △10,760

その他の収入 △29,612

営業活動によるキャッシュ・フロー △435,570

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 △1,051

有価証券の売却による収入 2,940

有形固定資産の取得による支出 △3,805

無形固定資産の取得による支出 △1,200

貸付けによる支出 △248

貸付金の回収による収入 4,277

投資活動によるキャッシュ・フロー 912

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 850,000

短期借入金の返済による支出 △440,000

長期借入金の返済による支出 △17,501

自己株式の取得による支出 △143

配当金の支払額 △60,060

財務活動によるキャッシュ・フロー 332,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △102,364

現金及び現金同等物の期首残高 382,477

現金及び現金同等物の四半期末残高 280,113




