
平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成22年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ヒップ 上場取引所 大 
コード番号 2136 URL http://www.hip-pro.co.jp/
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11月11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 ： 有 （アナリスト・機関投資家向け）

1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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2四半期 1,835 13.0 37 ― 131 ― 76 ―
22年3月期第2四半期 1,624 △40.1 △371 ― △177 ― △133 ―

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2四半期 1,917.55 ―
22年3月期第2四半期 △3,354.05 ―

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2四半期 2,755 1,241 45.0 31,217.98
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2四半期  1,241百万円 22年3月期  1,188百万円

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   

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 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 1,000.00 1,000.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 3,687 12.6 47 ― 186 ― 107 ― 2,703.30



(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 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 39,753株 22年3月期  39,753株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q 39,753株 22年3月期2Q 39,753株

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間のわが国経済は、海外各国の緊急経済対策を背景とする景気刺激策の効果に牽引され、国

内景気は持ち直してまいりました。しかしながら、円高や海外経済の減速など、回復ペースの勢いには陰りがみら

れ、依然として先行きは楽観視できない状況が続いております。 

当社の主要顧客であるメーカーにおいては、企業間格差は残るものの最悪期からの一定の業績改善が見られる状

況で推移しております。それにより当社における受注数も緩やかではありますが、回復傾向となっております。 

このような状況の中、受注に対する積極的且つスピーディな営業展開を推進した結果、今期実施した緊急的な業

務領域の拡大効果も含め、９月末時点での稼働率は89.1％（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。）、当第２四半期累計期間においても84.0％と改善いたし

ました。稼働時間に関しましては、顧客企業の残業規制は緩和状態を継続しており、第１四半期の状態を維持してお

ります。また、技術料金については業務領域の拡大により前年同期に比べ減少しておりますが、第１四半期に比べま

すと経験者の業務開始が増加したことにより微増となりました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,835百万円（前年同期比13.0％増）、売上原価は1,524百万円

（同10.6％減）、販売費及び一般管理費は273百万円（同5.8％減）、営業利益は37百万円（前年同期営業損失371百

万円）、経常利益は131百万円（前年同期経常損失177百万円）、税引前四半期純利益は129百万円（前年同期税引前

四半期純損失177百万円）、四半期純利益は76百万円（前年同期四半期純損失133百万円）となりました。売上原価

は、待機技術者の戦力化に伴う売上高の増加及び人件費の圧縮により、売上に対する構成比率は83.1％（前年同期比

21.9ポイント減）となりました。販売費及び一般管理費は、売上高の増加に加え、継続実施している役員報酬を含む

人件費の圧縮や採用費の圧縮などにより、売上に対する構成比率は14.9％（前年同期比3.0ポイント減）となりまし

た。また、雇用調整助成金につきましては営業外収益に計上しておりますが、稼働率の上昇に伴い、その金額は減少

してきております。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期における総資産は2,755百万円となり、前事業年度末に比べ36百万円の減少となりました。これは、

繰延税金資産の減少及び消費税の還付による未収消費税等残高の減少よるものであります。また、純資産は1,241百

万円となり、前事業年度末に比べ52百万円の増加となりました。これは、配当金の支払よる減少があったものの四半

期純利益がその支払を上回ったこと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45.0％と

なりました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

 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。）の残高は、売上高の増加により、

前事業年度末に比べ49百万円増加し579百万円となりました。 

当第２四半期累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191百万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るものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは０百万円の支出となりました。これは有形固定資産を取得したことによるも

のです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは141百万円の支出となりました。これは借入金の返済及び配当金の支払いに

よるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

  世界経済回復の鍵を握るアジア市場の牽引役である中国経済にかげりが見え始めております。また、保護主義を 

 背景に自国の通貨安を目指す各国の動きの影響を受け著しい円高傾向にあります。自動車をはじめ輸出に比重をお 

 くグローバルメーカーを主要顧客とする当社は、今後の経済情勢も楽観視できないことを認識しております。 

  しかしながら、いわゆるリーマン・ショックをトリガーとする世界的経済不安の影響を強く受けた前期と比較 

 すると、当社を取り巻く経営環境には明らかに変化が生じております。この稼働率の回復をはじめとする諸要因の 

 プラス面への変化を受け、通期の業績見通しにつきましては、当初計画を上回るものと判断しております。 

  なお、平成22年10月26日付にて発表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」もご参照ください。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（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２四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、営業利益及び経常利益は382千円減少し、税引前四半期純利益は1,704千円減少しております。 

  

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２四半期会計期間末 
(平成22年９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 579,600 530,288

受取手形及び売掛金 530,246 456,267

仕掛品 7,103 7,874

貯蔵品 27 67

前払費用 25,257 21,831

繰延税金資産 76,756 130,521

未収還付法人税等 － 10,124

未収消費税等 － 41,287

その他 14,186 55,465

流動資産合計 1,233,177 1,253,728

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 408,256 417,694

構築物（純額） 3,132 3,326

車両運搬具（純額） 1,339 1,691

工具、器具及び備品（純額） 3,226 4,083

土地 968,009 968,009

有形固定資産合計 1,383,964 1,394,805

無形固定資産   

ソフトウエア 3,619 4,565

施設利用権 1,871 1,888

無形固定資産合計 5,490 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 888 1,645

繰延税金資産 87,561 87,561

会員権 1,900 1,900

差入保証金 37,186 40,877

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 132,735 137,183

固定資産合計 1,522,190 1,538,444

資産合計 2,755,368 2,792,172
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９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 90 51

短期借入金 300,000 280,000

1年内返済予定の長期借入金 257,040 275,040

未払金 3,582 7,397

未払費用 271,421 285,962

未払法人税等 2,742 －

未払消費税等 35,224 －

預り金 17,207 21,587

賞与引当金 112,688 104,764

その他 1,429 1,621

流動負債合計 1,001,425 976,424

固定負債   

長期借入金 282,400 401,920

退職給付引当金 156,918 151,808

役員退職慰労引当金 73,615 73,388

固定負債合計 512,934 627,116

負債合計 1,514,360 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 525,958 473,581

株主資本合計 1,241,008 1,188,631

純資産合計 1,241,008 1,188,631

負債純資産合計 2,755,368 2,792,172
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,624,362 1,835,107

売上原価 1,705,893 1,524,459

売上総利益又は売上総損失（△） △81,530 310,647

販売費及び一般管理費   

役員報酬 34,956 33,867

給料及び賞与 128,020 122,718

賞与引当金繰入額 12,636 12,274

退職給付引当金繰入額 732 759

役員退職慰労引当金繰入額 4,672 4,557

法定福利費 22,468 20,230

採用費 2,085 －

旅費及び交通費 7,062 7,755

支払手数料 23,689 21,399

地代家賃 21,957 20,650

減価償却費 3,722 3,051

その他 28,206 26,188

販売費及び一般管理費合計 290,208 273,454

営業利益又は営業損失（△） △371,739 37,193

営業外収益   

受取利息 102 94

受取配当金 50 50

受取手数料 696 621

助成金収入 197,863 98,807

その他 2,321 1,840

営業外収益合計 201,034 101,414

営業外費用   

支払利息 6,362 7,323

その他 0 5

営業外費用合計 6,362 7,329

経常利益又は経常損失（△） △177,067 131,278

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（△） △177,067 129,956

法人税等 △43,733 53,728

四半期純利益又は四半期純損失（△） △133,333 76,228
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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
（△）

△177,067 129,956

減価償却費 13,997 12,092

長期前払費用償却額 1,454 756

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,704

賞与引当金の増減額（△は減少） △81,260 7,924

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,619 5,110

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,672 227

受取利息及び受取配当金 △152 △144

支払利息 6,362 7,323

売上債権の増減額（△は増加） 196,022 △73,978

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,845 811

前払費用の増減額（△は増加） △586 △3,426

差入保証金の増減額（△は増加） 8,368 2,068

その他の資産の増減額（△は増加） △117,382 41,197

仕入債務の増減額（△は減少） △242 38

未払費用の増減額（△は減少） △28,744 △14,541

預り金の増減額（△は減少） △80 △4,380

その他の負債の増減額（△は減少） △32,382 73,019

小計 △201,246 185,761

利息及び配当金の受取額 170 144

利息の支払額 △6,138 △7,323

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 76,001 12,586

営業活動によるキャッシュ・フロー △131,212 191,169

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 △293

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,275 △293

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） △40,000 20,000

長期借入金の返済による支出 △137,520 △137,520

配当金の支払額 △95,036 △24,044

財務活動によるキャッシュ・フロー △272,556 △141,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △405,044 49,312

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 412,175 579,600
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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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