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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

（注）当第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有しないため記載しておりませ
ん。 

(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 ％

21年12月期第1四半期 3,187 ― 70 ― 68 ― 40 ―

20年12月期第1四半期 3,320 ― 145 ― 145 ― 85 ―

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

21年12月期第1四半期 6,024.97 ―

20年12月期第1四半期 12,729.90 ―

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

21年12月期第1四半期 4,221 1,384 32.8 209,041.85
20年12月期 3,495 1,398 40.0 208,523.66

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  1,384百万円 20年12月期  1,398百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― ― ― 6,900.00 6,900.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― 6,900.00 6,900.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

6,191 1.6 135 △34.7 130 △36.9 73 △39.6 10,906.54

通期 12,000 2.5 242 △25.4 232 △28.1 130 △31.2 19,388.59
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4.  その他 

(1) 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  有  
（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(2) 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（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もの） 

（注）詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年12月期第1四半期 6,705株 20年12月期  6,705株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  80株 20年12月期  0株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 6,685株 20年12月期第1四半期 6,705株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて 
  おり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項 
  等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当会計年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計 
  基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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  当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界経済の影響及び円高の継続などを受け、特に輸出関連企業の 

 業績悪化及びこれに伴う雇用削減、設備投資の減少など、非常に厳しい状況で推移いたしました。 

   このような環境下、当社は、営業体制の拡充及び重点顧客の適時見直しを実施してまいりました。 

  以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は3,187,940千円、経常利益は68,689千円、四半期純利益は40,276千

     円となりました。 

  

（１）コンピュータ事業 

   大手企業の設備投資が低調に推移する厳しい状況が続き、売上高は2,649,815千円となりました。 

（２）アスクル＆サプライ事業 

   コンピュータ事業の顧客を中心に、取引数が順調に拡大したことにより、売上高は386,255千円となりまし 

   た。 

（３）サービス＆サポート事業 

   顧客企業における案件規模の縮小や先延ばし等の影響により、売上高は151,870千円となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

  

 （流動資産） 

  当第１四半期会計期間末の流動資産の残高は、3,986,952千円（前事業年度末は3,259,365千円）となり、  

 727,586千円増加いたしました。売掛金及び現金及び預金が増加したことが大きな要因であります。 

 （固定資産） 

  当第１四半期会計期間末の固定資産の残高は、234,954千円（前事業年度末は235,814千円）となり、860千円減 

 少いたしました。減価償却による減少が主な要因であります。 

 （流動負債） 

  当第１四半期会計期間末の流動負債の残高は、2,311,805千円（前事業年度末は1,821,621千円）となり、  

 490,184千円増加いたしました。短期借入金が減少したものの、買掛金及び一年内返済予定長期借入金が増加した 

 ことが大きな要因であります。 

 （固定負債） 

  当第１四半期会計期間末の固定負債の残高は、525,199千円（前事業年度末は275,408千円）となり、249,791千 

 円増加いたしました。長期借入金の増加が大きな要因であります。 

 （純資産） 

  当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ13,248千円減少し1,384,902千円となりました。 

 四半期純利益を40,276千円計上したものの、配当の支払による利益剰余金の減少及び自己株式が6,543千円増加し 

 たことによるものです。自己資本比率は40.0%から32.8%に減少しました。 

  なお、１株当たりの純資産額は前事業年度末に比べ518円19銭増加し209,041円85銭となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

    当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して 

  258,016千円増加し、1,649,194千円となりました。 

  

   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） 

  営業活動により得られた資金は99,284千円になりました。これは主に売上債権の増加516,863千円及び法人税等 

 の支払58,700千円があったものの、税引前四半期純利益68,689千円及び仕入債務の増加630,405千円があったこと 

 によるものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動により得られた資金は55,617千円となりました。これは主に定期預金の預入による支出72,500千円が 

 あったものの、定期預金の払戻による収入129,000千円があっ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） 

  財務活動により得られた資金は103,114千円となりました。これは長期借入金の返済94,085千円及び短期借入金 

 の返済250,000千円があったものの、長期借入による収入500,000千円があったことによるものです。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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 平成21年２月６日に公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、現在のところ変更

はありません。  

  

１. 簡便な会計処理 

  固定資産の減価償却費の算定方法 

   定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に 

  よっております。 

  

２. 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。   

  

１. 四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

  当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関 

 する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表 

 等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

２. たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっており 

 ましたが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18 

 年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益 

 性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

  この変更による損益に与える影響は軽微であります。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）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

（２）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
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５．四半期財務諸表 
（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21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,779,372 1,577,856

受取手形及び売掛金 1,955,769 1,438,855

商品 223,982 202,599

その他 41,434 48,974

貸倒引当金 △13,607 △8,920

流動資産合計 3,986,952 3,259,365

固定資産   

有形固定資産 7,608 8,222

無形固定資産 11,175 11,553

投資その他の資産   

投資有価証券 37,284 37,593

その他 196,569 198,452

貸倒引当金 △17,683 △20,007

投資その他の資産合計 216,169 216,038

固定資産合計 234,954 235,814

資産合計 4,221,906 3,495,180

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,804,774 1,174,368

短期借入金 － 250,000

1年内返済予定の長期借入金 370,248 214,124

未払法人税等 25,882 61,548

賞与引当金 15,477 21,428

その他 95,423 100,152

流動負債合計 2,311,805 1,821,621

固定負債   

長期借入金 525,199 275,408

固定負債合計 525,199 275,408

負債合計 2,837,004 2,097,029
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 250,865 250,865

資本剰余金 201,000 201,000

利益剰余金 939,897 945,885

自己株式 △6,543 －

株主資本合計 1,385,219 1,397,750

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △317 400

評価・換算差額等合計 △317 400

純資産合計 1,384,902 1,398,151

負債純資産合計 4,221,906 3,495,180
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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）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,187,940

売上原価 2,770,124

売上総利益 417,815

販売費及び一般管理費 347,077

営業利益 70,738

営業外収益  

受取利息 1,108

受取配当金 20

その他 329

営業外収益合計 1,458

営業外費用  

支払利息 3,327

その他 179

営業外費用合計 3,507

経常利益 68,689

税引前四半期純利益 68,689

法人税、住民税及び事業税 24,648

法人税等調整額 3,764

法人税等合計 28,412

四半期純利益 40,276
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31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 68,689

減価償却費 1,370

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,635

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,951

受取利息及び受取配当金 △1,128

支払利息 3,327

売上債権の増減額（△は増加） △516,863

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,964

仕入債務の増減額（△は減少） 630,405

その他 △3,108

小計 160,414

利息及び配当金の受取額 1,063

利息の支払額 △3,492

法人税等の支払額 △58,700

営業活動によるキャッシュ・フロー 99,284

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △72,500

定期預金の払戻による収入 129,000

その他 △882

投資活動によるキャッシュ・フロー 55,617

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） △250,000

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △94,085

自己株式の取得による支出 △6,543

配当金の支払額 △46,257

財務活動によるキャッシュ・フロー 103,114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 258,016

現金及び現金同等物の期首残高 1,391,178

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,649,194
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 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

ハイパーコンセプション株式会社（3054）　平成21年12月期第１四半期決算短信（非連結）

－9－



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年１月1日～３月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高     3,320,925 

Ⅱ 売上原価     2,858,901 

 売上総利益     462,024 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     316,470 

 営業利益     145,554 

Ⅳ 営業外収益     1,469 

Ⅴ 営業外費用     1,875 

 経常利益     145,148 

Ⅵ 特別利益    －

Ⅶ 特別損失    －

 税引前四半期純利益     145,148 

 法人税、住民税及び事業税     58,244 

 法人税等調整額     1,550 

 四半期純利益     85,353 
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前第１四半期累計期間（平成20年１月1日～３月31日） 

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 税引前四半期利益         145,148 

 減価償却費     1,996 

 貸倒引当金の増減額（減少：△）     3,653 

 賞与引当金の増減額（減少：△）    △4,307

 受取利息及び受取配当金    △1,315

 支払利息         1,242 

 売上債権の増減額（増加：△）    △602,852

 たな卸資産の増減額（増加：△）     2,905 

 仕入債務の増減額（減少：△）     544,669 

 その他    △14,372

小計     76,770 

 利息及び配当金の受取額     1,230 

 利息の支払額    △1,414

 法人税等の支払額    △68,206

 営業活動によるキャッシュ・フロー     8,379 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金等の預入による支出    △62,500

 定期預金等の払戻による収入     124,000 

 その他    △12,977

投資活動によるキャッシュ・フロー     48,522 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 長期借入による収入     300,000 

 長期借入金の返済による支出    △87,820

 配当金の支払額    △45,594

財務活動によるキャッシュ・フロー     166,586 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）     223,487 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高     1,089,028 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高     1,312,516 
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