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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第17期
第１四半期
累計期間

第18期
第１四半期
累計期間

第17期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（千円） 971,957 1,014,476 3,952,898

経常利益（千円） 46,289 47,857 208,799

四半期（当期）純利益（千円） 27,055 30,385 101,023

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 377,525 377,525 377,525

発行済株式総数（株） 39,753 39,753 39,753

純資産額（千円） 1,267,908 1,324,557 1,341,875

総資産額（千円） 2,838,489 2,856,375 2,848,436

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
680.60 764.36 2,541.28

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 1,200

自己資本比率（％） 44.7 46.4 47.1

　　

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３．第17期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しないため、第17期及び第18期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1)業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、依然として厳しい環境下ではありますが、復興需要の顕在化等によ

り景気は緩やかながらも回復傾向にあります。

このような状況のなか、堅調な受注環境を背景に、全国展開の強みと全社的連携を活かし、既存顧客及び新規顧客へ

の営業展開を推進いたしました。その結果、特に輸送用機器関連では自動車、機械関連では半導体製造装置での展開が

進みました。技術料金につきましては、継続的に行っている適性レート確保の推進により上昇傾向にあり、稼働時間に

関しましては、前年と同水準を維持しております。

また、当第１四半期累計期間における稼働率は、本年４月に入社した新卒技術者も迅速なマッチングを推進し、早い

段階で稼動できたことにより、91.1％（稼働率(％)＝稼働技術者数/技術社員総数＊100であり、期間の月末人数を累

計した数値により算出しております。）となりました。

これらの結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,014,476千円（前年同四半期比4.4％増）、売上原価は829,570千

円（同3.9％増）、販売費及び一般管理費は147,587千円（同4.1％増）、営業利益は37,318千円（同18.8％増）、経常

利益は47,857千円（前年同四半期比3.4％増）、税引前四半期純利益は47,857千円（同3.4％増）、四半期純利益は

30,385千円（同12.3％増）となりました。売上原価につきましては、技術料金上昇に伴う利益率の向上により、売上高

に対する構成比率が81.8％（前年同四半期に比べ0.4ポイント減）となりました。また、利益面につきましては、採用

費等の費用面の増加もありましたが、売上高の増加及び利益率の改善もあり増益となりました。

なお、当社の報告セグメントは単一であります。

　

 

(2)事業上及び財政上の対処すべき課題

 　当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

　　(3)研究開発活動

　　　 該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 135,000

計 135,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 39,753 39,753

大阪証券取引所　

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

計 39,753 39,753 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日
－ 39,753 － 377,525 － 337,525

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 39,753 39,753 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 39,753 － －

総株主の議決権 － 39,753 －

 

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成24年４月１日から平成24年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【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24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 704,600 712,795

受取手形及び売掛金 562,039 557,323

仕掛品 657 1,136

貯蔵品 58 50

前払費用 23,132 32,619

繰延税金資産 82,652 82,652

その他 9,129 8,780

流動資産合計 1,382,269 1,395,357

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 381,511 377,463

構築物（純額） 2,531 2,428

車両運搬具（純額） 575 503

工具、器具及び備品（純額） 3,347 3,130

土地 968,009 968,009

有形固定資産合計 1,355,975 1,351,535

無形固定資産

ソフトウエア 2,713 2,165

施設利用権 1,819 1,811

無形固定資産合計 4,533 3,976

投資その他の資産

投資有価証券 7,000 7,000

長期前払費用 878 812

繰延税金資産 62,703 62,703

会員権 1,900 1,900

差入保証金 34,976 34,890

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 105,658 105,506

固定資産合計 1,466,166 1,461,018

資産合計 2,848,436 2,856,375
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金 550,000 650,000

未払金 63,558 63,747

未払費用 291,386 312,213

未払法人税等 93,342 18,139

未払消費税等 36,440 46,651

預り金 27,647 59,238

賞与引当金 177,031 99,517

その他 1,120 9,634

流動負債合計 1,240,526 1,259,143

固定負債

退職給付引当金 178,676 183,222

役員退職慰労引当金 87,356 89,451

固定負債合計 266,033 272,674

負債合計 1,506,560 1,531,817

純資産の部

株主資本

資本金 377,525 377,525

資本剰余金 337,525 337,525

利益剰余金 626,825 609,507

株主資本合計 1,341,875 1,324,557

純資産合計 1,341,875 1,324,557

負債純資産合計 2,848,436 2,856,375
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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23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 971,957 1,014,476

売上原価 798,717 829,570

売上総利益 173,239 184,905

販売費及び一般管理費

役員報酬 17,854 18,921

給料及び賞与 61,881 60,778

賞与引当金繰入額 6,901 7,891

退職給付引当金繰入額 327 466

役員退職慰労引当金繰入額 2,353 2,541

法定福利費 9,920 10,273

採用費 2,516 3,566

旅費及び交通費 2,753 3,683

支払手数料 12,424 12,632

地代家賃 10,325 10,280

減価償却費 1,377 1,285

その他 13,195 15,266

販売費及び一般管理費合計 141,831 147,587

営業利益 31,408 37,318

営業外収益

受取利息 30 32

受取配当金 50 50

受取手数料 422 424

助成金収入 15,617 10,951

その他 902 611

営業外収益合計 17,023 12,069

営業外費用

支払利息 2,141 1,530

その他 0 0

営業外費用合計 2,141 1,530

経常利益 46,289 47,857

税引前四半期純利益 46,289 47,857

法人税等 19,233 17,471

四半期純利益 27,055 30,385
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【会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

　なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。

　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

　

　

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累

計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

減価償却費 5,465千円 4,996千円

　

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

配当金支払額

 　（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 39,753 1,000 平成23年３月31日 平成23年６月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当金支払額

 　（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年６月28日

定時株主総会
普通株式 47,703 1,200 平成24年３月31日 平成24年６月29日利益剰余金
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（セグメント情報等）

前第１四半期累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年６月30日）及び当第１四半期累計期間（自平成24年４

月１日　至平成24年６月30日）　

　【セグメント情報】　

　　　当社は、アウトソーシング事業を営み顧客企業に技術サービスを提供しておりますが、その財務情報は全社を一

体のものとして把握しており、経営者が定期的にレビューする事業は個別には存在しておりません。区分すべ

き事業セグメントが存在せず報告セグメントが単一であるため、セグメント情報に関する記載は省略しており

ます。

　

　

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

   １株当たり四半期純利益金額 680円60銭 764円36銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 27,055 30,385

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 27,055 30,385

普通株式の期中平均株式数（株） 39,753 39,753

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

－　 －　

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、前第１四半期累計期間は希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため、当第１四半期累計期間は潜在株式が存在しないため、記載しておりません。　

　　　　　

　

　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年８月９日

株式会社ヒップ

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 安　田　弘　幸　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 毛　利　篤　雄　　印

　
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヒップの
平成24年４月１日から平成25年３月31日までの第18期事業年度の第１四半期会計期間（平成24年４月１日から平成24年
６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ
ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任　
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に
表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を
表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半
期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、
分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヒップの平成24年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第
１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

　以　上

　

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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