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1. 平成29年9月期第2四半期の業績（平成28年10月1日～平成29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 ％

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

28年9月期第2四半期 2,446 2.0 281 3.7 280 2.6 192 9.7

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

29年9月期第2四半期 25.38 ―

28年9月期第2四半期 30.92 ―

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

29年9月期第2四半期 6,372 3,781 59.3

28年9月期 6,331 3,662 57.9

（参考）自己資本 29年9月期第2四半期 3,781百万円 28年9月期 3,662百万円

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

28年9月期 ― 12.00 ― 11.00 23.00

29年9月期 ― 12.00

29年9月期（予想） ― 12.00 24.00

（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29年 9月期の業績予想（平成28年10月 1日～平成29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 4,385 △2.5 331 △0.4 326 2.1 217 5.6 35.76

（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） 29年9月期2Q 6,710,000 株 28年9月期 6,710,000 株

② 期末自己株式数 29年9月期2Q 642,213 株 28年9月期 642,213 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年9月期2Q 6,067,787 株 28年9月期2Q 6,237,940 株

※四半期決算短信は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およ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.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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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２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢に改善の動きがみられるものの、米国におけ

るトランプ大統領就任後の政治的な不安定さや朝鮮半島をはじめとする地政学的なリスクの高まり等を受け、円高

の進行や株価が下落傾向に転じるなど、先行き不透明な状況で推移しました。

　このような状況のもと、当社におきましては、国内の火力・原子力関連需要が低迷するなか、当社のコア技術を

生かし、シース型の熱電対・ヒータ・信号ケーブル等の製品を、半導体製造装置、液晶・有機ＥＬ等のＦＰＤ製造

装置および火力発電等の各種プラント向け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り、自動車生産設備向け鋳造関連製品や核融合関連製品等の受注確保に注力してまいりま

した。

　この結果、受注面においては、韓国向け原子力関連製品や有機ＥＬおよび半導体関連製品の受注増によりほぼ計

画通りに推移しましたが、売上面において、受注済み案件における顧客の計画縮小、延期およびキャンセル等によ

り原子力関連製品が低調に推移した結果、当第２四半期累計期間の売上高は21億５千９百万円（前年同四半期比

11.7％減）、営業利益は２億６百万円（前年同四半期比26.6％減）、経常利益は２億８百万円（前年同四半期比

25.6％減）、四半期純利益は１億５千３百万円（前年同四半期比20.2％減）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、原子力関連が減少したことにより、売上高８億８百万円（前年同四半期比35.4

％減）、セグメント利益（営業利益）１億３千４百万円（前年同四半期比44.8％減）となりました。

　産業システム関連につきましては、有機ＥＬ製造装置関連製品および半導体製造装置関連製品が増加したことに

より、売上高12億５千３百万円（前年同四半期比14.9％増）、セグメント利益（営業利益）２億５千５百万円（前

年同四半期比35.9％増）となりました。

　その他につきましては、売上高９千８百万円（前年同四半期比5.3％減）、セグメント利益（営業利益）６百万円

（前年同四半期比44.2％減）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

当第２四半期会計期間末の資産合計は、現金及び預金が減少した一方、電子記録債権等の売上債権が増加したこ

とにより、前事業年度末に比べ４千１百万円増加し、63億７千２百万円となりました。

　負債合計は、支払手形及び買掛金等の減少により、前事業年度末に比べ７千７万円減少し、25億９千１百万円と

なりました。

　純資産合計は、配当金の支払があった一方、四半期純利益の計上およびその他有価証券評価差額金が増加したこ

とにより、前事業年度末に比べ１億１千８百万円増加し、37億８千１百万円となりました。

② キャッシュ・フローの状況

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

資産の増加（△72百万円）および仕入債務の減少（△58百万円）があった一方、税引前四半期純利益（208百万円）

および減価償却費（80百万円）を計上したことによるものであります。

　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１億１千２百万円の減少）となりました。これは

主に、投資有価証券の売却及び償還による収入（49百万円）があった一方、有形固定資産の取得による支出（△62

百万円）および投資有価証券の取得による支出（52百万円）をしたことによるものであります。

　財務活動による資金の減少は、８千８百万円（前年同四半期は１億３千万円の減少）となりました。これは主に、

配当金の支払額（△66百万円）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

比べて６千３百万円減の８億３千３百万円となりました。

決算短信（宝印刷） 2017年05月02日 17時13分 2ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



助川電気工業株式会社(7711) 平成29年９月期 第２四半期決算短信

3

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　今後の見通しにつきましては、受注面において、韓国向け原子力関連製品や有機ＥＬおよび半導体関連製品の受

注増によりほぼ計画通りに推移しており、下期の業績は期首計画を上回る見込みであるため、平成29年９月期の業

績予想につきましては、平成28年11月10日付の「平成28年９月期決算短信」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28年９月30日)

当第２四半期会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 896,859 833,087

受取手形及び売掛金 1,814,804 1,715,847

電子記録債権 213,074 363,107

商品及び製品 163,803 164,962

仕掛品 350,794 387,594

原材料及び貯蔵品 306,317 341,165

その他 72,319 69,054

貸倒引当金 △3,600 △3,379

流動資産合計 3,814,373 3,871,440

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 662,760 638,022

機械装置及び運搬具（純額） 155,023 222,241

土地 886,304 886,304

その他（純額） 167,265 85,092

有形固定資産合計 1,871,353 1,831,660

無形固定資産 36,738 38,435

投資その他の資産

その他 610,379 630,924

貸倒引当金 △1,579 ―

投資その他の資産合計 608,800 630,924

固定資産合計 2,516,892 2,501,020

資産合計 6,331,266 6,372,461

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 535,888 461,855

電子記録債務 131,655 147,675

短期借入金 840,000 840,000

賞与引当金 75,299 77,241

その他 312,447 330,385

流動負債合計 1,895,290 1,857,156

固定負債

社債 400,000 400,000

長期借入金 84,764 66,740

退職給付引当金 263,854 245,089

その他 24,608 22,174

固定負債合計 773,227 734,003

負債合計 2,668,517 2,591,160

決算短信（宝印刷） 2017年05月02日 17時13分 4ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



助川電気工業株式会社(7711) 平成29年９月期 第２四半期決算短信

5

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年９月30日)

当第２四半期会計期間
(平成29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 1,941,701 2,028,934

自己株式 △367,354 △367,354

株主資本合計 3,659,756 3,746,989

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,991 34,311

評価・換算差額等合計 2,991 34,311

純資産合計 3,662,748 3,781,300

負債純資産合計 6,331,266 6,372,461
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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27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

当第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)

売上高 2,446,294 2,159,877

売上原価 1,781,007 1,553,390

売上総利益 665,287 606,487

販売費及び一般管理費 383,939 399,889

営業利益 281,348 206,598

営業外収益

受取利息 2,099 2,311

受取配当金 2,728 2,481

その他 5,793 4,984

営業外収益合計 10,621 9,778

営業外費用

支払利息 9,221 5,877

社債利息 ― 922

その他 2,313 911

営業外費用合計 11,535 7,711

経常利益 280,433 208,664

税引前四半期純利益 280,433 208,664

法人税、住民税及び事業税 75,135 41,933

法人税等調整額 12,391 12,753

法人税等合計 87,526 54,686

四半期純利益 192,907 153,978
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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27年10月１日
　至 平成28年３月31日)

当第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)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 280,433 208,664

減価償却費 60,231 80,545

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） 1,395 1,942

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,532 △18,765

受取利息及び受取配当金 △4,827 △4,793

支払利息 9,221 6,800

売上債権の増減額（△は増加） △444,852 △51,076

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,404 △72,806

仕入債務の増減額（△は減少） 121,312 △58,013

その他 33,788 15,725

小計 71,774 106,422

利息及び配当金の受取額 4,828 4,797

利息の支払額 △9,108 △6,750

法人税等の支払額 △37,051 △16,629

その他 257 3,013

営業活動によるキャッシュ・フロー 30,699 90,853

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 △109,650 △62,840

無形固定資産の取得による支出 △3,004 △2,700

投資有価証券の取得による支出 △2,500 △52,402

投資有価証券の売却及び償還による収入 580 49,311

貸付金の回収による収入 2,085 2,070

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,489 △66,561

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 1,300,000 900,000

短期借入金の返済による支出 △1,300,000 △900,000

長期借入れによる収入 100,000 ―

長期借入金の返済による支出 △14,484 △18,024

自己株式の取得による支出 △153,144 ―

配当金の支払額 △62,728 △66,120

その他 ― △3,919

財務活動によるキャッシュ・フロー △130,357 △88,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △212,147 △63,771

現金及び現金同等物の期首残高 1,165,203 896,859

現金及び現金同等物の四半期末残高 953,056 833,087
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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27年10月１日 至 平成28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 1,251,952 1,090,775 2,342,728 103,566 2,446,294 ― 2,446,294

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 1,251,952 1,090,775 2,342,728 103,566 2,446,294 ― 2,446,294

セグメント利益 243,330 187,783 431,113 12,053 443,166 △161,818 281,348

(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△161,818千円は、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。
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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 825,961 75.9

産業システム関連 1,303,727 110.9

その他 2,201 86.2

合計 2,131,890 94.0

(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 951,632 105.5 1,000,347 108.5

産業システム関連 1,235,827 114.7 704,710 100.2

その他 2,201 86.3 ― ―

合計 2,189,661 110.5 1,705,057 104.9

(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 808,312 64.6

産業システム関連 1,253,457 114.9

その他 98,107 94.7

合計 2,159,877 88.3

(注) 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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