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１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 2,667 13.2 178 53.1 179 58.0 103 66.0

18年９月中間期 2,355 17.0 116 2.8 113 0.7 62 6.2

19年３月期 4,918 － 378 － 345 － 208 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 7,882 67 7,850 49

18年９月中間期 5,359 67 － －

19年３月期 17,247 99 17,148 77

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）財政状態

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

19年９月中間期 2,478 1,228 49.6 93,214 97

18年９月中間期 1,881 788 41.9 67,498 61

19年３月期 2,400 1,212 50.5 92,032 31

（参考）自己資本 19年９月中間期 1,228百万円 18年９月中間期 788百万円 19年３月期 1,212百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 121 △252 △82 645

18年９月中間期 89 △133 △65 417

19年３月期 255 △143 217 858

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － － － 6,700 00 6,700 00

20年３月期 － － － －  － －

20年３月期（予想） － － － － 6,700 00 6,700 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 5,573 13.3 405 6.9 404 17.0 230 10.4 17,485 96
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４．その他

(1）中間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（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、13ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(2）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 13,176株 18年９月中間期 11,676株 19年３月期 13,176株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の平成20年3月期業績予想は、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますので、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。なお、上記予想に関する事項につきましては、３ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 （当中間期の経営成績）

  当中間会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資が増加し、また雇用情勢の改善がみられる

など景気はゆるやかな拡大基調で推移しました。

　当社の主要顧客であるメーカーにおいては、自動車関連をはじめ情報通信機器、電子デバイス関連が業績を伸ばし

ており、新製品開発や製品開発の効率化などアウトソーシング業界への需要は堅調でありました。

　このような状況の中、当社の主要顧客において技術者ニーズ、開発要望が強くあり積極的に対応し、付加価値の高

い技術サービスを提供できました。

　これらの結果、当中間会計期間の売上高は2,667,348千円（前年同期比13.2％増）、営業利益は178,473千円（同

53.1％増）、経常利益は179,460千円（同58.0％増）、税引前中間純利益は179,460千円（同58.0％増）、中間純利益

は103,862千円（同66.0％増）と増収増益となりました。

　売上原価は、主に新卒技術社員の労務費の増加により2,116,983千円（同11.3％増）となりましたが、新卒技術者の

早期戦力化により、売上原価の構成比率が79.4％と前中間会計期間に比べ1.4ポイント改善されました。又、販売費及

び一般管理費は、前事業年度下半期に実施した採用及び管理要員の増員と新規採用拠点の展開に伴う経費の増加、当

中間会計期間より実施の内部統制の構築に伴う経費の増加などにより371,891千円（同10.3％増）となりましたが、採

用費、広告宣伝費などの経費を効率的に活用することで、構成比率13.9％と前中間会計期間に比べ0.4ポイント改善さ

れました。

 

 (当期の見通し）

　当期の見通しとして、当社の主要顧客であるメーカーにおいて、引き続き新製品開発や製品開発の効率化などが活

発に行われること、企業収益の改善により雇用情勢が活発化してきておりますます技術者不足が進行することが予想

され、当社の主要顧客であるメーカーからの技術者ニーズ、開発要望が引続き拡大すると考えております。又、技術

社員の採用を積極的に進めながら、業績向上に努めてまいります。

　又、中長期的な観点から内部統制システムの構築、コンプライアンス体制の推進など成長のための活動にも取り組

んでいくことから、先行的なコスト負担が増加しますが、売上を拡大することでこれを吸収し、増収増益を見込んで

おります。

　かかる状況において通期の業績見通しにつきましては、現時点では期初の予想通り売上高5,573百万円（前年同期比

13.3％増）、経常利益404百万円（前年同期比17.0％増）、当期純利益230百万円（前年同期比10.4％増）となる見込

みであります。

(2）財政状態に関する分析

　①財政状態

    当中間会計期間末における資産合計は2,478,620千円で、前中間会計期間末の1,881,957千円に比べ596,663千円

　の増加となりました。

 　 当中間会計期間末における流動資産の残高は、前中間会計期間末の1,292,101千円に比べ336,213千円増加し

　1,628,314千円となりました。主な内訳は、現金及び預金の増加（477,801千円から705,566千円へ227,764千円増）

　ならびに売上債権の増加（605,143千円から707,838千円へ102,695千円増）であります。前者は前事業年度の公募

　増資による収入等に起因し、後者は売上高増加に伴うものであります。また、当中間会計期間末における固定資産

　の残高は、前中間会計期間末の589,856千円に比べ260,449千円増加し850,305千円となりました。これは主に土地

　の増加（206,214千円増）によるものであります。

　　当中間会計期間末における負債合計は1,250,420千円で、前中間会計期間末の1,093,843千円に比べ156,576千円

　の増加となりました。

　　当中間会計期間末における流動負債の残高は1,096,391千円となり、前中間会計期間末の967,966千円に比べ

　128,424千円の増加となりました。主な内訳は、賞与引当金の増加（319,197千円から353,194千円へ33,997千円

　増）と未払費用の増加（312,884千円から343,497千円へ30,613千円増）にあります。これらの増加は、社員数

　の増加に伴うものであります。また、当中間会計期間末における固定負債の残高は154,028千円となり、前中間会

　計期間末125,876千円と比べ28,152千円の増加となりました。主な内訳は、社員数の増加に伴う退職給付引当金の

　増加（90,222千円から107,262千円へ17,039千円増）であります。

　　当中間会計期間における純資産の残高は1,228,200千円となり、前中間会計期間末の788,113千円に比べ

　440,086千円の増加となりました。これは、前事業年度の公募増資により資本金が234,575千円から373,775千円

　へ、また資本準備金が194,575千円から333,775千円へそれぞれ139,200千円増加したこと、ならびに繰越利益剰余

 金が370,650千円となり、前中間会計期間末208,963千円に比べ161,686千円増加したことによるものであります。
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 ②キャッシュ・フローの状況

　　当中間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、前中間会計期間末に比べ227,764千

　円増加し645,566千円となりました。

　　当中間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)

　　当中間会計期間において営業活動の結果得られた資金は、前中間会計期間に比べ32,902千円増加し121,917千円

　となりました。これは、売上債権の増加等の減少要因があったものの、税引前中間純利益、賞与引当金等が増加

　したことによります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

    当中間会計期間において投資活動の結果使用した資金は、前中間会計期間に比べ118,507千円増加し252,419千円

　となりました。支出の主な要因は、有形固定資産の取得であります。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　  当中間会計期間において財務活動の結果使用した資金は、前中間会計期間に比べ16,178千円増加し82,018千円と

　なりました。支出の主な要因は、配当金の支払であります。 

 

キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月

中間期

自己資本比率（％） 44.9 50.5 49.6

時価ベースの自己資本比（％） ― 160.8 97.8

債務償還年数(年） 0.8 0.6 0.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ 81.4 110.1 81.7

(注）１．各指標の算式は次のとおりであります。

　　　　　自己資本比率　　　　　　　　　　　　:　自己資本／総資産

　　　　　時価ベースの自己資本比率　　　　　  ： 株式時価総額／総資産

　　　　　債務償還年数　　　　　　　　　　　　:　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ　　： 営業キャッシュ・フロー／利払い

　　 ２．株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後）により算出しております。

　　 ３．有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象とし、営業

　　　　 キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを、また、利払い

　　　　 は損益計算書に計上されている支払利息を使用しております。

 　 ④当期の見通し

　　　業績の順調な推移と社員数の増加に伴い税引前当期純利益、賞与引当金、退職給付引当金等の増加要因が売上債権

　　の増加等による減少要因を上回り、営業活動によるキャッシュフローについては資金獲得を見込んでおります。投資

　　活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュフローについては、中間短信発表日現在において大

    きな増減要因は生じないものと見通しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社の利益配分に対する基本方針は、株主に安定的に配当を実施していくとともに、将来の事業展開と経営体質及

び財務体質の強化のため、内部留保の充実を図ることが重要であると考えております。内部留保金につきましては、

今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術力の強化

や高齢化対策、ひいては当社の永続的成長を図るため活用してまいりたいと考えております。

　このような方針に基づき、当期の期末配当金は、1株当たり6,700円00銭の配当を予定しております。

 

(4）事業等のリスク

 最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示を省略

しております。
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２．企業集団の状況
  最近の有価証券報告書（平成19年６月29日提出）における「事業の内容」及び「関係会社の状況」から重要な変更が

ないため開示を省略しております。

３．経営方針
(1)会社の経営の基本方針、(2)目標とする経営指標、(3)中長期的な会社の経営戦略、(4)会社の対処すべき課題

　平成19年３月期決算短信（平成19年年5月17日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社のホームページ） 

　http://www.hip-pro.co.jp/

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ）） 

　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

 

 　（5）内部管理体制の整備・運用状況

　　　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

　　方及びその整備状況」に記載しております。　
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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  477,801   705,566    918,086   

２．受取手形  6,991   10,561    5,945   

３．売掛金  598,151   697,277    669,754   

４．仕掛品  11,885   3,316    7,103   

５．貯蔵品  －   382    －   

６．前払費用  31,295   35,952    30,113   

７．繰延税金資産  152,210   167,270    154,449   

８. 未収還付事業
税

 －   －    15,991   

９．その他  13,763   7,988    6,443   

流動資産合計   1,292,101 68.7  1,628,314 65.7 336,213  1,807,889 75.3

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産 ※１           

(1）建物  195,700   217,940    193,223   

(2）構築物  5,161   4,340    4,719   

(3）車両運搬具  －   6,235    －   

(4）工具器具備
品

 5,688   10,779    4,405   

(5）土地  250,825   457,039    250,825   

計  457,376   696,335   238,958 453,174   

２．無形固定資産            

(1）ソフトウェ
ア

 2,760   9,083    2,171   

(2）施設利用権  2,009   1,975    1,992   

計  4,770   11,058   6,288 4,164   
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

３．投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 7,000   7,000    7,000   

(2）長期前払費
用

 1,687   2,754    1,674   

(3）繰延税金資
産

 51,272   61,442    56,513   

(4）会員権  2,130   2,130    2,130   

(5）差入保証金  67,419   71,385    69,378   

貸倒引当金  △1,800   △1,800    △1,800   

計  127,709   142,912   15,202 134,896   

固定資産合計   589,856 31.3  850,305 34.3 260,449  592,236 24.7

資産合計   1,881,957 100.0  2,478,620 100.0 596,663  2,400,125 100.0

            

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金  3,528   2,957    4,375   

２．短期借入金  136,000   150,000    145,200   

３．未払金  61,264   75,392    56,058   

４．未払費用  312,884   343,497    337,021   

５．未払法人税等  83,028   99,503    107,722   

６．未払消費税等  33,333   47,303    54,811   

７．預り金  18,731   23,081    16,092   

８．賞与引当金  319,197   353,194    326,920   

９．その他  －   1,460    －   

流動負債合計   967,966 51.4  1,096,391 44.2 128,424  1,048,202 43.7

Ⅱ　固定負債            

１．退職給付引当
金

 90,222   107,262    98,126   

２．役員退職慰労
引当金

 35,653   46,766    41,178   

固定負債合計   125,876 6.7  154,028 6.2 28,152  139,305 5.8

負債合計   1,093,843 58.1  1,250,420 50.4 156,576  1,187,507 49.5
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   234,575 12.5  373,775 15.1 139,200  373,775 15.6

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  194,575   333,775    333,775   

資本剰余金合
計

  194,575 10.3  333,775 13.5 139,200  333,775 13.9

３．利益剰余金            

(1）その他利益
剰余金

           

別途積立金  150,000   150,000    150,000   

繰越利益剰
余金

 208,963   370,650    355,067   

利益剰余金合
計

  358,963 19.1  520,650 21.0 161,686  505,067 21.0

株主資本合計   788,113 41.9  1,228,200 49.6 440,086  1,212,617 50.5

純資産合計   788,113 41.9  1,228,200 49.6 440,086  1,212,617 50.5

負債純資産合計   1,881,957 100.0  2,478,620 100.0 596,663  2,400,125 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,355,810 100.0  2,667,348 100.0 311,538  4,918,556 100.0

Ⅱ　売上原価   1,902,147 80.7  2,116,983 79.4 214,835  3,855,836 78.4

売上総利益   453,662 19.3  550,365 20.6 96,703  1,062,719 21.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  337,094 14.3  371,891 13.9 34,797  683,755 13.9

営業利益   116,567 5.0  178,473 6.7 61,905  378,963 7.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,427 0.1  2,480 0.1 1,052  2,938 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２  4,422 0.2  1,493 0.1 △2,929  36,413 0.7

経常利益   113,572 4.8  179,460 6.7 65,887  345,489 7.0

 Ⅵ　特別利益   － －  － － －  15,991 0.3

Ⅶ　特別損失   － －  － － －  7 0.0

税引前中間
（当期）純利
益

  113,572 4.8  179,460 6.7 65,887  361,473 7.4

法人税、住民
税及び事業税

 74,220   93,347    183,498   

法人税等調整
額

 △23,227 50,992 2.2 △17,749 75,597 2.8 24,605 △30,708 152,790 3.1

中間（当期）
純利益

  62,579 2.7  103,862 3.9 41,282  208,683 4.2
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日残高（千円） 234,575 194,575 194,575 150,000 224,224 374,224 803,374 803,374

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当（注）     △77,840 △77,840 △77,840 △77,840

中間純利益     62,579 62,579 62,579 62,579

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － △15,260 △15,260 △15,260 △15,260

平成18年９月30日残高（千円） 234,575 194,575 194,575 150,000 208,963 358,963 788,113 788,113

　（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年３月31日残高（千円） 373,775 333,775 333,775 150,000 355,067 505,067 1,212,617 1,212,617

中間会計期間中の変動額         

剰余金の配当     △88,279 △88,279 △88,279 △88,279

中間純利益     103,862 103,862 103,862 103,862

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － － 15,582 15,582 15,582 15,582

平成19年９月30日残高（千円） 373,775 333,775 333,775 150,000 370,650 520,650 1,228,200 1,228,200

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日残高（千円） 234,575 194,575 194,575 150,000 224,224 374,224 803,374 803,374

事業年度中の変動額         

  新株の発行 139,200 139,200 139,200    278,400 278,400

剰余金の配当 (注）     △77,840 △77,840 △77,840 △77,840

当期純利益     208,683 208,683 208,683 208,683

事業年度中の変動額合計（千円） 139,200 139,200 139,200 － 130,843 130,843 409,243 409,243

平成19年３月31日残高（千円） 373,775 333,775 333,775 150,000 355,067 505,067 1,212,617 1,212,617

　（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
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（当期）
純利益

 113,572 179,460  361,473

減価償却費  6,176 9,943  15,246

長期前払費用償却額  318 653  696

賞与引当金の増加額  41,797 26,274  49,520

退職給付引当金の増
加額

 8,248 9,135  16,152

役員退職慰労引当金
の増加額

 5,313 5,587  10,838

受取利息及び受取配
当金

 △96 △977  △529

支払利息  1,051 1,492  2,320

 株式交付費  － －  4,478

 固定資産除却損  － －  7

売上債権の増加額  △24,896 △32,137  △95,453

たな卸資産の増減額
（増加：△）

 △10,053 3,404  △5,270

前払費用の増加額  △3,728 △5,797  △2,537

差入保証金の増加額  △8,763 △2,007  △10,721

その他資産の増減額
（増加：△）

 △9,079 12,899  △18,050

仕入債務の減少額  △991 △1,418  △143

未払費用の増加額  24,412 6,476  48,549

その他の負債の増加
額

 30,484 15,203  48,674

小計  173,768 228,191 54,423 425,250

利息及び配当金の受
取額

 82 793  449

利息の支払額  △1,069 △1,533  △2,346

法人税等の支払額  △83,767 △105,533  △167,900

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 89,014 121,917 32,902 255,453
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前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　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

 △133,255 △250,950  △141,451

無形固定資産の取得
による支出

 △656 △1,469  △1,737

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △133,912 △252,419 △118,507 △143,188

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入金の純増加
額

 12,000 4,800  21,200

 株式の発行による収入  － －  273,921

配当金の支払額  △77,840 △86,818  △77,840

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △65,840 △82,018 △16,178 217,281

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 － － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（減少：△）

 △110,737 △212,520 △101,782 329,547

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 528,539 858,086 329,547 528,539

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 417,801 645,566 227,764 858,086
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法を

採用しております。

(1）有価証券

その他有価証券

時価のないもの

　　　　同左

(1）有価証券

その他有価証券

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

仕掛品

　個別法による原価法を採用し

ております。

(2）たな卸資産

仕掛品

　　　　　同左

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）を

採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　14～47年

工具器具備品　　　４～10年

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）を

採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　14～47年

工具器具備品　　　４～10年

 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ447千円減少しております。

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）を

採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　14～47年

工具器具備品　　　４～10年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエア

については、社内における見込利

用可能期間（５年）による定額法

を採用しております。

(2）無形固定資産

　　　　　　同左

　

(2）無形固定資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権その他これに準ずる債

権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

(1）貸倒引当金

　　　　　　同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備える

ため、賞与支給見込額の当中間会

計期間負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

　　　　　　同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備える

ため、賞与支給見込額の当期負担

額を計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき、当中間会計

期間末において発生していると認

められる額を計上しております。

　なお、数理計算上の差異につい

ては、発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５

年）で、発生時の翌事業年度から

定額法により費用処理することと

しております。

(3）退職給付引当金

　　　　　　同左

　

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上しており

ます。

　なお、数理計算上の差異につい

ては、発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５

年）で、発生時の翌事業年度から

定額法により費用処理することと

しております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備え

るため、当社内規に基づく当中間

期末要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

　　　　　　同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支払に備え

るため、当社内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

　　　　　　　同左 同左

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

　　　　　　　同左 同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

　　　　　　　同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号　平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号平成17年

12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

788,113千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

――――― 

 

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

  当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会

　平成17年12月９日　企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会　

平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は、

1,212,617千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

24,398千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

41,139千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

32,299千円

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 46千円

受取配当金 50

受取手数料 626

受取利息 927千円

受取配当金 50

受取手数料 736

受取利息 429千円

受取配当金 100

受取手数料 1,318

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1,051千円

上場関連費用 3,217

支払利息 1,492千円

  

支払利息 2,320千円

上場関連費用 29,451

※３　　　　　　――――― ※３　　　　　　――――― ３　特別利益のうち主要なもの

  

  

  

  

前期損益修正益 15,991千円

  

４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額

有形固定資産  4,972千円

無形固定資産 1,203

有形固定資産  8,839千円

無形固定資産 1,104

有形固定資産  13,018千円

無形固定資産 2,227
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 3,892 7,784 － 11,676

合計 3,892 7,784 － 11,676

　（注）　当中間会計期間の増加株式数7,784株は、株式分割による増加であります。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(1）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

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 77,840 20,000 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。
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当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 13,176 － － 13,176

合計 13,176 － － 13,176

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(1）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

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 88,279 6,700 平成19年３月31日 平成19年６月29日

(2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

　該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 3,892 9,284 － 13,176

合計 3,892 9,284 － 13,176

　（注）普通株式の発行済株式総数の増加9,284株は、株式分割による増加7,784株と一般募集増資による増加1,500株であ

ります。

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項

　該当事項はありません。

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

(1）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

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 77,840 20,000 平成18年３月31日 平成18年６月29日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 88,279  利益剰余金 6,700 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 477,801

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△60,000

現金及び現金同等物 417,801

 （千円）

現金及び預金勘定 705,566

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△60,000

現金及び現金同等物 645,566

 （千円）

現金及び預金勘定 918,086

預入期間が３ケ月を

超える定期預金
△60,000

現金及び現金同等物 858,086
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び中間期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及

び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

ソフトウ
エア

7,825 5,615 2,210

合計 7,825 5,615 2,210

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

中間期末
残高相当
額
(千円)

ソフトウ
エア

6,765 3,791 2,974

合計 6,765 3,791 2,974

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額相
当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

ソフトウ
エア

6,765 2,859 3,906

合計 6,765 2,859 3,906

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

(2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

１年内 1,830千円

１年超 713千円

合計 2,543千円

１年内 1,284千円

１年超 1,887千円

合計 3,171千円

１年内 1,987千円

１年超 2,174千円

合計 4,161千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失

支払リース料 1,338千円

減価償却費相当額 1,225千円

支払利息相当額 28千円

支払リース料 1,024千円

減価償却費相当額 932千円

支払利息相当額 35千円

支払リース料 2,682千円

減価償却費相当額 2,459千円

支払利息相当額 64千円

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法については、利息法によって

おります。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左

 （企業結合等関係）

　  前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間会計期間（自　平成19年４月１日

    至　平成19年９月30日）及び前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

   　該当事項はありません。 
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（有価証券関係）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

中間貸借対照表計上額（千円） 中間貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券    

非上場株式 7,000 7,000 7,000

（デリバティブ取引関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間会計期間（自　平成19年４月１日　

至　平成19年９月30日）及び前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

当中間会計期間中に付与したストック・オプションはありません。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

当中間会計期間中に付与したストック・オプションはありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当事業年度において存在したストック・オプションの内容

 
平成16年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

（注）１

当社取締役　　　３名

社外監査役　　　１名

当社従業員　　　５名

ストック・オプション数

（注）２．３
普通株式　　　99株

付与日 平成16年10月31日

権利確定条件 権利確定条件の定めはありません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 

権利行使期間
自　平成18年10月20日

至　平成23年10月19日

 権利行使価格（注）４　　　 　（円） 100,000

 付与日における公正な評価単価（円） －

（注）１.付与対象者の区分及び人数は、退職及び従業員の取締役就任により、取締役４名、監査役１名、従業員２名と

なっております。

２.株式数に換算して記載しております。

３.平成16年ストックオプションは、平成18年９月１日付の株式分割（１：３）による株式分割後の株式数に換算し

て記載しております。

４.平成18年９月１日付株式分割（１：３）を行ったことに伴い、権利行使価格の調整を行っております。

（持分法損益等）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）、当中間会計期間（自　平成19年４月１日　

至　平成19年９月30日）及び前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当社には関連会社がないため、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 67,498.61円

１株当たり中間純利益

金額
5,359.67円

１株当たり純資産額 93,214.97円

１株当たり中間純利益

金額
7,882.67円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
 7,850.49円

１株当たり純資産額 92,032.31円

１株当たり当期純利益

金額
17,247.99円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額 
 17,148.77円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。

　当社は、平成18年９月１日付で株式

１株につき３株の株式分割を行ってお

り、当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の１株当たり情報につ

いては、以下のとおりになります。

 

 

 

 

 

――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当社は、平成18年９月１日付で株式

１株につき３株の株式分割を行って

おり、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度の

１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。 

前中間会計期間の１株

当たり純資産額
60,329.45円

前中間会計期間の１株

当たり中間純利益金額
5,046.35円

前事業年度の１株当た

り純資産額
68,805.61円

前事業年度の１株当た

り当期純利益金額
13,522.50円

 前事業年度の１株当た

り純資産額
68,805.61円

前事業年度の１株当た

り当期純利益金額
13,522.50円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上

場であるため、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。

  

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 62,579 103,862 208,683

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

（うち利益処分による役員賞与金） ― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
62,579 103,862 208,683

期中平均株式数（株） 11,676 13,176 12,099

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額
   

 中間（当期）純利益調整額(千円） ― ― ―
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前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

 普通株式増加数（株） ― 54 70

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権（新株予約権

の数33個）。

 

―――

 

―――

 

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　平成18年11月17日及び平成18年12月

１日開催の取締役会において、平成18

年12月19日を払込期日とする公募増資

（ブックビルディング方式）により、

新株式を次のとおり発行することを決

議いたしました。

 ―――  ―――

(1）発行新株式数

普通株式　1,500株

  

(2）発行価額

１株につき　144,500円

  

(3）発行価額の総額

216,750千円

  

(4）資本組入額

１株につき　92,800円

  

(5）資本組入額の総額

139,200千円

  

(6）払込金額の総額

278,400千円

  

(7）払込期日

平成18年12月19日

  

(8）配当起算日

平成18年４月１日

  

(9）資金の使途

　西部事業部区域内及び神奈川事業

部区域内に取得予定の社員寮の取得

資金に充当する予定であります。

  

㈱ヒップ（2136）　平成 20 年 3 月期中間決算短信（非連結）

－ 24 －



５．その他
【生産、受注及び販売の状況】

  ①生産実績

　  当社の主たる業務は、機械、電気・電子、ソフトウエアの設計開発などの技術提供サービス事業であり、提供する

  サービスの性格上、生産実績になじまないため、記載を省略しております。　

  ②受注状況

　  当社のアウトソーシング事業はその形態から受注金額と販売金額がほぼ同等となるために、記載を省略しておりま

  す。

  ③販売実績

　  当中間会計期間の販売実績を事業区分別に示すと、次の通りであります。

                                                                                         単位（百万円：％）

アウトソーシング事業

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自 平成18年４月１日 （自 平成19年４月１日 （自 平成18年４月１日 

 至 平成18年９月30日） 　　至 平成19年９月30日）  至 平成19年３月31日）

売上高 構成比 売上高 構成比 前年同期比 売上高 構成比  

事

業

区

分

自動車・輸送機器関連 884 37.5 965 36.1 109.2 1,853 37.6

一般機械関連 284 12.1 293 11.0 103.0 584 11.9

情報通信・精密機器関連 519 22.0 568 21.3 109.4 1,062 21.6

電気電子機器・電子デバイス関連 498 21.2 647 24.3 129.7 1,066 21.7

情報処理・ソフトウエア関連、そ

の他
168 7.2 193 7.3 114.6 351 7.2

合　　計 2,355 100.0 2,667 100.0 113.2 4,918 100.0

 （注）本表の金額には消費税等は含まれておりません。　　　
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