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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23期

第１四半期
累計期間

第24期
第１四半期
累計期間

第23期

会計期間
自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成30年３月31日

売上高 （千円） 1,264,483 1,319,990 5,119,394

経常利益 （千円） 96,497 104,688 409,298

四半期（当期）純利益 （千円） 191,963 71,052 419,641

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） 3,975,300 3,975,300 3,975,300

純資産額 （千円） 2,043,135 2,246,402 2,270,754

総資産額 （千円） 3,932,432 4,233,265 4,351,292

１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） 48.29 17.87 105.56

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 24.00

自己資本比率 （％） 52.0 53.1 52.2

（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、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、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の重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1)経営成績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済の動向や政治情勢には留意が必要なものの、企業収益や

雇用情勢の改善が続き、緩やかな回復基調で推移いたしました。

また製造業を中心とした顧客企業においては、活発な開発投資を続けており、自動車関連やソフトウエア関連を

中心に当社への技術者要請も旺盛に推移しました。

このような状況のなか、当社事業においては、旺盛な需要に対する積極的かつ迅速な営業活動や、優秀な技術者

確保のための採用強化を推進したことにより、前年同期末に比べ技術者数は23名増加（前年同期比3.2％増）し、稼

働率は新卒入社数増加の影響はあるものの92.3％（同0.2ポイント減）と前年同期と同水準の高い稼働率を維持しま

した。１時間当たりの技術料金においても適正レート確保に向けた継続的な取り組みに努めたことで、3,826円（同

1.9％増）となり前年同期を上回りました。また、６月には組織変更を実施し、営業面及び採用面におけるレスポン

スのスピードアップを図っております。

これらの結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,319,990千円（前年同期比4.4％増）となりました。主な増加

要因は技術者数の増加及び高稼働率の維持、技術料金の上昇によるものです。営業利益は105,237千円（同8.5％

増）、経常利益は104,688千円（同8.5％増）となりました。優秀な技術者確保のための採用費の増加など販管費の増

加による減少要因はあるものの、売上高の増加及び１時間当たりの技術料金の上昇等による利益率の改善により増益

となりました。四半期純利益は、前期において特別利益に子会社株式売却益（183,988千円）を計上していた影響も

あり、前年同期比63.0％減の71,052千円となりました。

なお、当社の事業セグメントは単一セグメントでありますので、セグメント別の記載は省略しております。

 

(2)財政状態の分析

(資本の財源及び資金の流動性)

当社の運転資金需要の主なものは、主たる事業であるアウトソーシング事業に係る人件費のほか、販売費及び一

般管理費の採用費、人件費であります。

運転資金は、自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としております。

(財政状態)

当第１四半期会計期間末における流動資産は2,716,486千円となり、前事業年度末に比べ116,000千円減少いたし

ました。これは、主に現金及び預金が154,789千円減少、売掛金が32,186千円増加したことによるものであります。

固定資産は1,516,779千円となり、前事業年度末に比べ2,025千円減少いたしました。これは、主に有形固定資産

が2,050千円減少したことによるものであります。

この結果、資産合計は4,233,265千円となり、前事業年度末に比べ118,026千円減少いたしました。

当第１四半期会計期間末における流動負債は1,497,124千円となり、前事業年度末に比べ100,782千円減少いたし

ました。これは、主に未払法人税等が106,226千円減少、賞与引当金が127,042千円減少、未払費用が35,513千円増

加、預り金が60,870千円増加したことによるものであります。

固定負債は489,739千円となり、前事業年度末に比べ7,107千円増加いたしました。これは、主に退職給付引当金

が11,970千円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は1,986,863千円となり、前事業年度末に比べ93,674千円減少いたしました。

当第１四半期会計期間末における純資産合計は2,246,402千円となり、前事業年度末に比べ24,352千円減少いたし

ました。これは、四半期純利益71,052千円、剰余金の配当95,404千円によるものであります。

この結果、自己資本比率は53.1％（前事業年度末は52.2％）となりました。

 

(3)事業上及び財務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。

 

(4)研究開発活動

該当事項はありません。

 

３【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。
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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 13,500,000

計 13,500,000

 

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30年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成30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 3,975,300 3,975,300

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 3,975,300 3,975,300 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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30年４月１日～

平成30年６月30日
－ 3,975,300 － 377,525 － 337,525

 

（５）【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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（６）【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30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30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 3,974,500 39,745 －

単元未満株式（注） 普通株式      800 － －

発行済株式総数 3,975,300 － －

総株主の議決権 － 39,745 －

（注）「単元未満株式」の欄には自己株式99株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成30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30年４月１日から平成

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

表について、EY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。

なお、従来、当社が監査証明を受けている新日本有限責任監査法人は、平成30年７月１日に名称を変更し、EY新

日本有限責任監査法人となりました。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を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30年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,109,189 1,954,400

売掛金 688,481 720,667

貯蔵品 3 70

前払費用 27,450 33,003

その他 7,361 8,343

流動資産合計 2,832,486 2,716,486

固定資産   

有形固定資産   

建物 489,315 490,385

減価償却累計額 △188,682 △191,875

建物（純額） 300,632 298,509

構築物 6,677 6,677

減価償却累計額 △5,614 △5,646

構築物（純額） 1,062 1,031

車両運搬具 6,680 6,680

減価償却累計額 △4,973 △5,115

車両運搬具（純額） 1,707 1,564

工具、器具及び備品 30,749 31,201

減価償却累計額 △28,960 △29,165

工具、器具及び備品（純額） 1,789 2,035

土地 968,059 968,059

有形固定資産合計 1,273,251 1,271,201

無形固定資産   

ソフトウエア 898 734

その他 1,612 1,603

無形固定資産合計 2,510 2,338

投資その他の資産   

投資有価証券 7,000 7,000

長期前払費用 32 32

繰延税金資産 207,491 207,491

その他 30,318 30,515

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 243,042 243,239

固定資産合計 1,518,805 1,516,779

資産合計 4,351,292 4,233,265
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成30年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部   

流動負債   

短期借入金 650,000 650,000

未払金 51,549 60,109

未払費用 350,776 386,289

未払法人税等 141,787 35,560

預り金 63,990 124,860

賞与引当金 259,290 132,248

その他 80,512 108,055

流動負債合計 1,597,906 1,497,124

固定負債   

退職給付引当金 353,373 365,343

役員退職慰労引当金 129,258 124,395

固定負債合計 482,631 489,739

負債合計 2,080,537 1,986,863

純資産の部   

株主資本   

資本金 377,525 377,525

資本剰余金   

資本準備金 337,525 337,525

資本剰余金合計 337,525 337,525

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 150,000 150,000

繰越利益剰余金 1,405,785 1,381,433

利益剰余金合計 1,555,785 1,531,433

自己株式 △81 △81

株主資本合計 2,270,754 2,246,402

純資産合計 2,270,754 2,246,402

負債純資産合計 4,351,292 4,233,265
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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29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

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

売上高 1,264,483 1,319,990

売上原価 1,002,911 1,038,068

売上総利益 261,572 281,921

販売費及び一般管理費   

役員報酬 15,849 19,590

給料及び賞与 68,579 73,142

賞与引当金繰入額 7,326 7,298

退職給付費用 1,146 1,175

役員退職慰労引当金繰入額 2,147 2,522

法定福利費 11,202 12,401

採用費 10,678 15,165

旅費及び交通費 4,446 4,486

支払手数料 14,456 13,744

地代家賃 8,595 8,348

減価償却費 1,039 973

その他 19,115 17,836

販売費及び一般管理費合計 164,584 176,684

営業利益 96,988 105,237

営業外収益   

受取配当金 50 50

受取手数料 265 305

未払配当金除斥益 290 226

その他 4 -

営業外収益合計 611 581

営業外費用   

支払利息 1,102 1,060

その他 - 69

営業外費用合計 1,102 1,130

経常利益 96,497 104,688

特別利益   

子会社株式売却益 183,988 -

特別利益合計 183,988 -

税引前四半期純利益 280,485 104,688

法人税等 88,521 33,636

四半期純利益 191,963 71,052
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【注記事項】

（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。

 

（追加情報）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当第１四半期

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

 

（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29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

減価償却費 3,838千円 3,744千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29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29年６月29日

定時株主総会
普通株式 47,702 12 平成29年３月31日 平成29年６月30日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成30年４月１日　至　平成30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30年６月28日

定時株主総会
普通株式 95,404 24 平成30年３月31日 平成30年６月29日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

当社は、「アウトソーシング事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

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

当社は、「アウトソーシング事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益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29年４月１日
至　平成29年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成30年４月１日
至　平成30年６月30日）

１株当たり四半期純利益 48円29銭 17円87銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（千円） 191,963 71,052

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（千円） 191,963 71,052

普通株式の期中平均株式数（株） 3,975,241 3,975,201

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ヒップ(E05657)

四半期報告書

12/14



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30年８月９日

株式会社ヒップ

取締役会　御中

 

EY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 伊　澤　賢　司　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 奥　谷　　　績　　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30年４月１日から平成31年３月31日までの第24期事業年度の第１四半期会計期間（平成30年４月１日から平成30年
６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成30年４月１日から平成30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30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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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