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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

（注）当第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載して
おりません。平成20年12月期第2四半期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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2四半期 5,734 ― 18 ― 14 ― △16 ―

20年12月期第2四半期 6,095 ― 207 ― 206 ― 121 ―

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2四半期 △2,540.04 ―

20年12月期第2四半期 18,054.86 ―

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2四半期 3,393 1,318 38.9 201,655.78
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2四半期  1,318百万円 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 ― 0.00 ― 6,900.00 6,900.00

21年12月期 ― 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 11,300 △3.5 140 △56.9 131 △59.4 51 △73.0 7,606.26
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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2四半期 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2四半期  165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2四半期 6,635株 20年12月期第2四半期 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２四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、引き続き厳しい状況が続いております。 

 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継続して実施してまいりました。 

  以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は2,546,685千円となり、売上高減少による売上総利益額減少の影響及

び貸倒引当金繰入額を計上したことにより経常損失は△54,315千円となりました。また、本社移転費用引当金繰入額を

特別損失に計上したものの、法人税等調整額の計上の結果、四半期純損失は△57,130千円となりました。 

  

①コンピュータ事業 

 顧客企業における設備投資が低調に推移する厳しい状況が続き、売上高は2,029,454千円となりました。 

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392,246千円となりました。 

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124,984千円となりました。 

  

なお、平成21年12月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成21年12月期第１四半期決算短信

（平成21年５月８日開示）をご参照ください。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当中間会計期間末の流動資産の残高は、3,132,852千円（前事業年度末は3,259,365千円）となり、126,512千円減

少いたしました。現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したことが大きな要因であります。 

（固定資産） 

当中間会計期間末の固定資産の残高は、260,865千円（前事業年度末は235,814千円）となり、25,050千円増加いた

しました。繰延税金資産の増加が大きな要因であります。 

（流動負債） 

当中間会計期間末の流動負債の残高は、1,642,252千円（前事業年度末は1,821,621千円）となり、179,368千円減

少いたしました。一年内返済予定長期借入金の増加があったものの、買掛金及び短期借入金の減少したことが大きな

要因であります。 

（固定負債） 

当中間会計期間末の固定負債の残高は、432,637千円（前事業年度末は275,408千円）となり、157,229千円増加い

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） 

当中間会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ79,322千円減少し1,318,828千円となり、自己資本比率は

40.0%から38.9%に減少しました。利益剰余金の減少及び自己株式の増加が要因であります。 

なお、１株当たりの純資産額は前事業年度末に比べ6,867円88銭減少し201,655円78銭となりました。 

  

（２） キャッシュ・フローの状況 

当第２四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、第１四半期会計期間末と比較し

て351,683千円減少し、1,297,510千円となりました。 

当第２四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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少517,974千円があったものの、仕入債務の減少705,386千円

等により、163,194千円の資金の減少となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金等の預入による支出85,500千円等により、87,491千円の資金の減

少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出92,562千円及び自己株式の取得による支出

8,436千円により、100,998千円の資金の減少となりました。 

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７月22日に「貸倒引当金・特別損失の計上および業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました

業績予想から、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、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２四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 1,513,188 1,577,856

受取手形及び売掛金 1,373,371 1,438,855

商品 205,042 202,599

その他 50,801 48,974

貸倒引当金 △9,551 △8,920

流動資産合計 3,132,852 3,259,365

固定資産   

有形固定資産 7,279 8,222

無形固定資産 10,405 11,553

投資その他の資産   

投資有価証券 37,732 37,593

その他 286,553 198,452

貸倒引当金 △81,104 △20,007

投資その他の資産合計 243,180 216,038

固定資産合計 260,865 235,814

資産合計 3,393,718 3,495,180

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,099,388 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 27,353 61,548

賞与引当金 8,767 21,428

本社移転費用引当金 41,406 －

その他 95,089 100,152

流動負債合計 1,642,252 1,821,621

固定負債   

長期借入金 432,637 275,408

固定負債合計 432,637 275,408

負債合計 2,074,889 2,097,029

ハイパーコンセプション株式会社（3054）　平成21年12月期第２四半期決算短信（非連結）

-5-



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 882,767 945,885

自己株式 △14,979 －

株主資本合計 1,319,652 1,397,750

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △823 400

評価・換算差額等合計 △823 400

純資産合計 1,318,828 1,398,151

負債純資産合計 3,393,718 3,495,180
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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）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,734,626

売上原価 4,947,551

売上総利益 787,074

販売費及び一般管理費 768,492

営業利益 18,581

営業外収益  

受取利息 1,248

受取配当金 753

その他 393

営業外収益合計 2,395

営業外費用  

支払利息 6,373

その他 229

営業外費用合計 6,603

経常利益 14,373

特別損失  

本社移転費用引当金繰入額 41,406

特別損失合計 41,406

税引前四半期純損失（△） △27,033

法人税、住民税及び事業税 25,045

法人税等調整額 △35,225

法人税等合計 △10,180

四半期純損失（△） △16,853
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,546,685

売上原価 2,177,427

売上総利益 369,258

販売費及び一般管理費 421,415

営業損失（△） △52,156

営業外収益  

受取利息 139

受取配当金 733

その他 63

営業外収益合計 937

営業外費用  

支払利息 3,046

その他 50

営業外費用合計 3,096

経常損失（△） △54,315

特別損失  

本社移転費用引当金繰入額 41,406

特別損失合計 41,406

税引前四半期純損失（△） △95,722

法人税、住民税及び事業税 396

法人税等調整額 △38,989

法人税等合計 △38,592

四半期純損失（△） △57,130
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △27,033

減価償却費 2,761

貸倒引当金の増減額（△は減少） 65,003

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,661

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） 41,406

受取利息及び受取配当金 △2,002

支払利息 6,373

売上債権の増減額（△は増加） 1,111

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,776

仕入債務の増減額（△は減少） △74,980

その他 1,229

小計 △566

利息及び配当金の受取額 1,919

利息の支払額 △6,446

法人税等の支払額 △58,815

営業活動によるキャッシュ・フロー △63,909

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 △158,000

定期預金の払戻による収入 129,000

その他 △2,873

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,873

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 △186,647

自己株式の取得による支出 △14,979

配当金の支払額 △46,257

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △93,667

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 1,297,510
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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
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        6,095,861  100.0

Ⅱ 売上原価        5,229,701  85.8

売上総利益        866,159  14.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        658,460  10.8

営業利益        207,698  3.4

Ⅳ 営業外収益        2,859  0.1

Ⅴ 営業外費用        3,681  0.1

経常利益        206,876  3.4

Ⅵ 特別利益        －  －

Ⅶ 特別損失        －  －

税引前中間純利益        206,876  3.4

法人税、住民税及び事業
税 

 82,139            

法人税等調整額  3,679  85,818  1.4

中間純利益        121,057  2.0
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益  206,876

減価償却費  3,876

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △305

賞与引当金の増減額（減少：△）   △11,094

受取利息及び受取配当金   △2,358

支払利息   2,777

売上債権の増減額（増加：△）   24,935

たな卸資産の増減額（増加：△）  △3,200

仕入債務の増減額（減少：△）  △90,889

その他  8,845

小計  139,462

利息及び配当金の受取額  2,274

利息の支払額  △2,893

法人税等の支払額  △68,361

営業活動によるキャッシュ・フロー  70,481

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  △130,000

定期預金等の払戻による収入  124,000

有形固定資産の取得による支出  △1,976

投資有価証券の取得による支出  △2,183

敷金・保証金の支払による支出  △12,109

敷金・保証金の回収による収入  134

その他  42

投資活動によるキャッシュ・フロー  △22,093

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の増減額（減少：△）  △50,000

長期借入れによる収入  300,000

長期借入金の返済による支出  △180,520

配当金の支払額  △45,594

財務活動によるキャッシュ・フロー  23,886

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  72,274

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中間期末残高  1,161,303

    

ハイパーコンセプション株式会社（3054）　平成21年12月期第２四半期決算短信（非連結）

-12-




