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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３四半期
累計期間

第18期
第３四半期
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12月31日

自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（千円） 2,942,393 3,088,009 3,952,898

経常利益（千円） 158,984 184,200 208,799

四半期（当期）純利益（千円） 82,269 114,486 101,023

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） 1,323,121 1,408,658 1,341,875

総資産額（千円） 2,784,469 2,909,129 2,848,436

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
2,069.52 2,879.94 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（％） 47.5 48.4 47.1

　

回次
第17期
第３四半期
会計期間

第18期
第３四半期
会計期間

会計期間
自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
394.85 1,064.95

　　

　（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．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３四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。

 

EDINET提出書類

株式会社ヒップ(E05657)

四半期報告書

 2/15



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四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３四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３四半期累計期間におけるわが国経済は、景気に依然として停滞感がみられるなか、復興需要等に下支えされ

ながら推移してきましたが、政権交代による期待から円高にも一服感が見られ、株価も上昇に転じるなど明るい材料

も見られるようになってきました。

当社の経営環境においては、企業間による差はありますが、顧客メーカーの開発需要は概ね旺盛であり、依然として

当社への受注は堅調に推移しております。特に自動車関連及び情報処理関連では期初からの好調を維持しておりま

す。また、当第３四半期においては、自動車、情報処理関連に加え、半導体製造装置関連への展開が進みました。

このような状況の中、平成24年10月には群馬県高崎市へ高崎営業所を新設し、営業及び採用体制の強化に努めると

ともに、全社的な情報共有の強みを活かした営業を既存及び新規取引先へ展開いたしました。技術料金及び稼働時間

につきましては、前年同期と比べ高い水準で推移しております。また、当第３四半期累計期間における稼働率は93.2％

（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３四半期累計期間の売上高は3,088,009千円（前年同期比4.9％増）、売上原価は2,479,579千円

（同3.0％増）、販売費及び一般管理費は445,159千円（同5.9％増）、営業利益は163,271千円（同43.6％増）、経常利

益は184,200千円（同15.9％増）、税引前四半期純利益は182,932千円（同15.1％増）、四半期純利益は114,486千円

（同39.2％増）となりました。

売上原価は、売上高の増加や利益率の向上により、売上に対する構成比率が80.3％（前年同期比1.6ポイント減）と

減少いたしました。販売費及び一般管理費は、主に人材確保のための採用費や社内体制拡充のための福利厚生費が増

加しましたが、売上高の増加の影響もあり、売上に対する構成比率は14.4％（前年同期比0.1ポイント増）となり、概

ね前年と同水準で推移いたしました。

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３四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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年２月13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10月１日～

平成24年12月31日
－ 39,753 － 377,525 － 337,525

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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３四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９月30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12月31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12月31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】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日

常務取締役 総務経理担当 常務取締役 営業企画部長 米山　正雄 平成24年７月１日

取締役 企画部　部長 取締役 事業本部長 廣瀬　透 平成24年７月１日
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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３四半期会計期間（平成24年10月１日から平成24年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31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３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 704,600 792,803

受取手形及び売掛金 562,039 531,836

仕掛品 657 2,097

貯蔵品 58 50

前払費用 23,132 21,901

繰延税金資産 82,652 82,652

その他 9,129 27,166

流動資産合計 1,382,269 1,458,508

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 381,511 369,731

構築物（純額） 2,531 2,222

車両運搬具（純額） 575 359

工具、器具及び備品（純額） 3,347 2,854

土地 968,009 968,059

有形固定資産合計 1,355,975 1,343,228

無形固定資産

ソフトウエア 2,713 1,680

施設利用権 1,819 1,793

無形固定資産合計 4,533 3,474

投資その他の資産

投資有価証券 7,000 7,000

長期前払費用 878 920

繰延税金資産 62,703 62,703

会員権 1,900 1,900

差入保証金 34,976 33,194

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 105,658 103,918

固定資産合計 1,466,166 1,450,621

資産合計 2,848,436 2,909,129
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 550,000 650,000

未払金 63,558 63,963

未払費用 291,386 301,159

未払法人税等 93,342 16,603

未払消費税等 36,440 34,975

預り金 27,647 33,617

賞与引当金 177,031 113,138

その他 1,120 1,380

流動負債合計 1,240,526 1,214,837

固定負債

退職給付引当金 178,676 191,247

役員退職慰労引当金 87,356 94,385

固定負債合計 266,033 285,633

負債合計 1,506,560 1,500,471

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 626,825 693,608

株主資本合計 1,341,875 1,408,658

純資産合計 1,341,875 1,408,658

負債純資産合計 2,848,436 2,909,129
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 2,942,393 3,088,009

売上原価 2,408,476 2,479,579

売上総利益 533,916 608,430

販売費及び一般管理費

役員報酬 52,656 56,764

給料及び賞与 184,054 178,860

賞与引当金繰入額 20,843 22,444

退職給付引当金繰入額 1,004 1,366

役員退職慰労引当金繰入額 6,978 7,475

法定福利費 29,955 30,544

採用費 8,692 15,043

旅費及び交通費 9,101 11,359

支払手数料 30,486 33,075

地代家賃 30,915 31,056

減価償却費 4,169 3,593

その他 41,354 53,574

販売費及び一般管理費合計 420,212 445,159

営業利益 113,703 163,271

営業外収益

受取利息 91 97

受取配当金 100 100

受取手数料 1,267 1,317

助成金収入 46,718 21,898

その他 3,573 2,406

営業外収益合計 51,750 25,819

営業外費用

支払利息 6,470 4,863

その他 0 26

営業外費用合計 6,470 4,890

経常利益 158,984 184,200

特別損失

固定資産除却損 － 155

事務所移転費用 － 1,112

特別損失合計 － 1,268

税引前四半期純利益 158,984 182,932

法人税等 76,714 68,445

四半期純利益 82,269 114,486
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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、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。

　この、減価償却方法の変更による損益の影響額は、軽微であります。　

　

【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３四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３四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３四半期累

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３四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

減価償却費 16,616千円 14,863千円

　

　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31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３四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31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３四半期累計期間（自平成23年４月１日　至平成23年12月31日）及び当第３四半期累計期間（自平成24年４

月１日　至平成24年12月31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３四半期累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

   １株当たり四半期純利益金額 2,069円52銭 2,879円94銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 82,269 114,486

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） 82,269 114,486

普通株式の期中平均株式数（株）  39,753  39,753

　（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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。　
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（重要な後発事象）

（株式取得による会社の買収）

当社は、平成25年１月23日開催の取締役会において、株式会社コスメックスの全株式を取得し、子会社化すること

を決議し、翌24日、株式譲渡契約を締結いたしました。当該契約に基づき、平成25年２月４日に同社の全株式を取得

し、完全子会社といたしました。

　

（１）株式取得の目的

当社はお客様の開発パートナーとして技術、設計、開発、生産技術部門等での機械設計、電子設計、ソフトウェア開

発の技術サービスを提供するアウトソーシング事業を展開しております。

一方、株式会社コスメックスは、ＳＭＯ（Ｓｉｔｅ　Ｍａｎｅｇｅｍｅｎｔ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ：治験施

設支援機関）業務に携わり、製薬会社が開発している新薬の臨床試験を実施する医療機関を支援する事業を行って

おります。

本件株式取得により、当社は、これまでの輸送用機械・電気電子機器・ソフトウェア等の製品開発・設計のプロ

フェッショナルとして提供している技術サービスに加えて、新薬開発過程における医療機関に対するプロフェッ

ショナルな支援サービスを通して、今後特に成長が見込まれる医療・介護・健康増進等のヘルスケア分野へ進出い

たします。今回の株式取得は、プロフェッショナル集団として質の高い高付加価値なサービスを展開していくこと

で、更なる企業価値向上並びに社会に貢献することを目指し、今後の中長期的な企業基盤の強化を目的と考えてお

ります。

　

（２）株式取得の相手先の名称

アント・ケアビジネス２号投資事業有限責任組合

林　一郎

　

（３）買収する会社の名称、事業内容

名称　　　  株式会社コスメックス

事業内容　  ＳＭＯ事業（治験施設実施支援機関）

　

（４）株式取得の時期

平成25年２月４日

　

（５）取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

取得する株式の数　  390株

取得価額　          206,700千円

取得後の持分比率　  100％

　

（６）支払資金の調達方法

自己資金　
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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25年２月13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３四半期会計期間（平成24年10月１日から平成24年
12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31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12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第
３四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。
　
強調事項
重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、平成25年２月４日に株式会社コスメックスの全株式を取得し、完全子
会社としている。
当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。　
　
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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