
  

  

  

１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）田中  吉武 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役経理部長 （氏名）原口  省一 （ＴＥＬ）  045（328）1000 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月６日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無：有     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  889  5.6  △7  －  50  －  28  －

22年３月期第１四半期  841  △35.8  △176  －  △178  －  △107  －

  
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 

23年３月期第１四半期  727  30 ―       

22年３月期第１四半期  △2,707  00 ― 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

23年３月期第１四半期  2,769  1,193  43.1  30,027  72

22年３月期  2,792  1,188  42.6  29,900  42

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,193百万円 22年３月期 1,188百万円

  
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 

22年３月期 ―  0 00 ―  600 00  600  00

23年３月期 ―  

23年３月期（予想）  0 00 ―  1,000 00  1,000  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  1,636  0.8  △114  －  33  －  19  －  479  71

通期  3,452  5.4  △91  －  137  －  78  －  1,967  07



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ.２「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る

会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

   この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくため、予想に内在する不確定要因や、今後の事業

運営における状況の変化等により、実際の業績は上記に記載した予想数値と異なる場合がありますことをご了解くだ

さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 39,753株 22年３月期 39,753株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 39,753株 22年３月期１Ｑ 39,753株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、海外経済の改善から輸出や生産は増加傾向にあり、輸出企業を中心とした

一部企業に収益の改善が見られるものの、設備投資や雇用環境は依然として厳しい状況で推移しました。当社の主要

顧客であるメーカーにおいても、コスト削減の方針は依然として強く、積極的な開発への投資は見られない状況であ

りました。 

このような状況のなか、積極的な新規顧客の開拓、既存顧客への更なる顧客満足度向上へ向けた営業展開を推進

した結果、受注数及び契約開始が増加いたしました。稼働時間に関しましては、顧客企業の残業規制は徐々に緩和さ

れてきており、前年度後半から増加した状態を維持しております。また、稼働率改善へ向けた緊急的な業務領域の拡

大を実施した効果もあり、当第１四半期における稼働率は80.1％（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。しかしながら、技術料金について

は業務領域の拡大や顧客要望への柔軟な対応を実施したことで低下いたしました。 

これらの結果、当第１四半期の売上高は889百万円（前年同四半期比5.6％増）、売上原価は756百万円（同12.9％

減）、販売費及び一般管理費は140百万円（同6.0％減）、営業損失は7百万円（前年同四半期営業損失176百万円）、

経常利益は50百万円（前年同四半期経常損失178百万円）、税引前第１四半期純利益は49百万円（前年同四半期純損

失178百万円）、第１四半期純利益は28百万円（前年同四半期純損失107百万円）となりました。売上原価は、稼働率

の向上や人件費の圧縮により、売上高に対する構成比率が85.1％（前年同四半期に比べ18.1ポイント減）となりまし

た。また、販売費及び一般管理費は、昨年度から継続実施している人件費の圧縮や役員報酬の減額などに加え、売上

高が増加したことにより、売上高に対する構成比率は15.8％（前年同四半期比1.9ポイント減）となりました。ま

た、未だ厳しい経済環境が続いている中で、雇用調整助成金（休業補償、教育訓練）の受給申請を行っており、当第

1四半期においては、60百万円を営業外収益に計上しております。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期における総資産は 百万円となり、前事業年度末に比べ22百万円の減少となりました。これは、

未収入金の減少及び繰延税金資産の減少によるものであります。また、純資産は 百万円となり、前事業年度末

に比べ５百万円の増加となりました。これは、配当金の支払という減少要因がありましたが、四半期純利益による利

益剰余金の増加によるものであります。なお、自己資本比率は43.1％となりました 

（キャッシュフローの状況） 

 当第１四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。）の残高は、長期借入金の返済に 

よる支出等が影響して、前事業年度末に比べ1百万円減少し528百万円となりました。 

当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、66百万円の収入となりました。これは税引前四半期純利益を計上したこと

及び未収消費税等の還付を受けたことによります。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、得られた資金又は使用した資金ともにありませんでした。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、68百万円の支出となりました。これは短期借入金の増加があったものの、

配当金の支払及び長期借入金の返済という減少要因がこれを上回ったことによります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成22年5月12日付「平成22年3月期決算短信（非連結）」にて発表いたしました業績

予想に変更はありません。今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合には速やかに開示する予定であります。

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及

び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して

おります。これにより、営業損失は191千円増加し、経常利益は191千円減少し、税引前四半期純利益は1,513千円

減少しております。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

2,769

1,193

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 528,555 530,288

受取手形及び売掛金 495,496 456,267

仕掛品 20,395 7,874

貯蔵品 27 67

前払費用 32,604 21,831

繰延税金資産 110,007 130,521

未収還付法人税等 13,432 10,124

未収消費税等 － 41,287

その他 39,859 55,465

流動資産合計 1,240,377 1,253,728

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 412,915 417,694

構築物（純額） 3,166 3,326

車両運搬具（純額） 1,515 1,691

工具、器具及び備品（純額） 3,658 4,083

土地 968,009 968,009

有形固定資産合計 1,389,265 1,394,805

無形固定資産   

ソフトウエア 4,092 4,565

施設利用権 1,880 1,888

無形固定資産合計 5,972 6,454

投資その他の資産   

投資有価証券 7,000 7,000

長期前払費用 1,143 1,645

繰延税金資産 87,561 87,561

会員権 1,900 1,900

差入保証金 37,920 40,877

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 133,724 137,183

固定資産合計 1,528,963 1,538,444

資産合計 2,769,341 2,792,172

㈱ヒップ（2136）　平成23年３月期第１四半期決算短信(非連結）

3



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 41 51

短期借入金 300,000 280,000

1年内返済予定の長期借入金 275,040 275,040

未払金 11,867 7,397

未払費用 287,959 285,962

未払消費税等 40,721 －

預り金 38,736 21,587

賞与引当金 57,198 104,764

その他 5,920 1,621

流動負債合計 1,017,485 976,424

固定負債   

長期借入金 333,160 401,920

退職給付引当金 153,623 151,808

役員退職慰労引当金 71,380 73,388

固定負債合計 558,164 627,116

負債合計 1,575,649 1,603,540

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 478,641 473,581

株主資本合計 1,193,691 1,188,631

純資産合計 1,193,691 1,188,631

負債純資産合計 2,769,341 2,792,172
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 841,880 889,265

売上原価 868,795 756,903

売上総利益又は売上総損失（△） △26,914 132,361

販売費及び一般管理費   

役員報酬 17,165 17,332

給料及び賞与 63,654 62,892

賞与引当金繰入額 6,011 6,278

退職給付引当金繰入額 370 379

役員退職慰労引当金繰入額 2,307 2,322

法定福利費 11,338 10,186

採用費 1,053 －

旅費及び交通費 3,664 3,653

支払手数料 14,607 12,306

地代家賃 11,150 10,325

減価償却費 1,862 1,513

その他 15,936 12,912

販売費及び一般管理費合計 149,122 140,102

営業損失（△） △176,036 △7,741

営業外収益   

受取利息 103 51

受取配当金 50 50

受取手数料 354 315

助成金収入 － 60,666

その他 11 1,130

営業外収益合計 519 62,213

営業外費用   

支払利息 3,258 3,724

その他 0 0

営業外費用合計 3,258 3,724

経常利益又は経常損失（△） △178,775 50,748

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,322

特別損失合計 － 1,322

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △178,775 49,425

法人税等 △71,164 20,513

四半期純利益又は四半期純損失（△） △107,611 28,912
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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又は税引前四半期純損失
（△）

△178,775 49,425

減価償却費 7,002 6,021

長期前払費用償却額 824 502

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,513

賞与引当金の増減額（△は減少） △158,196 △47,565

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,175 1,815

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,307 △2,007

受取利息及び受取配当金 △153 △101

支払利息 3,258 3,724

売上債権の増減額（△は増加） 130,581 △39,228

たな卸資産の増減額（△は増加） 301 △12,480

前払費用の増減額（△は増加） △5,021 △10,188

差入保証金の増減額（△は増加） 5,517 1,399

その他の資産の増減額（△は増加） △1,256 15,702

仕入債務の増減額（△は減少） △242 △10

未払費用の増減額（△は減少） 8,638 1,996

預り金の増減額（△は減少） 40,157 17,148

その他の負債の増減額（△は減少） 15,429 85,101

小計 △125,451 72,769

利息及び配当金の受取額 50 50

利息の支払額 △3,292 △4,308

法人税等の支払額 △1,840 △1,931

営業活動によるキャッシュ・フロー △130,533 66,579

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 △1,275 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,275 －

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 131,000 20,000

長期借入金の返済による支出 △68,760 △68,760

配当金の支払額 △62,489 △19,552

財務活動によるキャッシュ・フロー △249 △68,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,058 △1,733

現金及び現金同等物の期首残高 817,219 530,288

現金及び現金同等物の四半期末残高 685,160 528,555
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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