
（百万円未満切捨て）

１．平成19年12月期の業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日） 

(2）財政状態 

(3）キャッシュ・フローの状況 

２．配当の状況 

３．平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

 平成19年12月期 決算短信（非連結） 
平成20年２月８日

上場会社名 ハイパーコンセプション株式会社 上場取引所 JASDAQ 

コード番号 ３０５４ ＵＲＬ http://www.hyperpc.co.jp 

代表者     （役職名）取締役社長 （氏名）関根 俊一 

問合せ先責任者 （役職名）取締役経理部長 （氏名）白戸 孝子 ＴＥＬ （03）5295-3671 

定時株主総会開催予定日 平成20年３月27日 配当支払開始予定日 平成20年３月28日 

有価証券報告書提出予定日 平成20年３月27日 

(1）経営成績 （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年12月期 10,926 7.1 345 △2.5 344 11.4 202 0.3 

18年12月期 10,199 9.3 354 36.6 309 23.7 201 43.9 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

19年12月期 30,154 46 29,455 95 17.1 10.5 3.2 

18年12月期 33,775 92 33,055 87 24.3 10.1 3.5 

（参考）持分法投資損益 19年12月期 －百万円 18年12月期 －百万円

 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12月期 3,211 1,262 39.3 188,337 81 

18年12月期 3,375 1,108 32.9 165,345 31 

（参考）自己資本 19年12月期 1,262百万円 18年12月期 1,108百万円

 
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12月期 266 147 △376 1,089 

18年12月期 46 △194 177 1,051 

  １株当たり配当金 配当金 
総額 

（年間） 
配当性向 

純資産 
配当率 （基準日） 中間期末 期末 年間 

  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％ 

18年12月期 － － 6,100 00 6,100 00 40 18.1 4.7 

19年12月期 － － 6,800 00 6,800 00 45 22.6 3.8 

20年12月期（予想） － － 6,900 00 6,900 00 － 23.9 － 

 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 

中間期 5,996 7.1 167 △12.3 167 △12.4 93 △16.3 14,001 92 

通期 12,280 12.4 344 △0.2 345 0.0 193 △4.4 28,814 32 
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４．その他 

(1）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無 

② ①以外の変更        無 

  

(2）発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧くださ

い。 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年12月期 6,705株 18年12月期 6,705株

② 期末自己株式数 19年12月期 －株 18年12月期 －株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は、３ページ「1.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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１．経営成績 
(1）経営成績に関する分析 

 当事業年度におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や原油価格の高騰

など先行きに不透明感があるものの、企業収益の改善による設備投資の増加や、雇用環境の改善等により、緩やかな

景気拡大基調が続きました。 

 当社が属するコンピュータ販売業界におきましては、企業における経営強化のための設備投資やセキュリティ需要

の高まりなどにより堅調に推移しました。また、「Windows Vista（ビスタ）」が平成19年１月より販売開始されま

したが、当社がターゲットとする法人市場での影響は限定的なものにとどまりました。 

 当社はこのような経営環境の中、「コンピュータ事業の着実な成長」と「アスクル＆サプライ事業、サービス＆サ

ポート事業の拡大」という二大営業方針を掲げ、営業力の強化に継続的に取り組むとともに、顧客のニーズに合った

製品やサービスを提供する体制を整えてまいりました。 

 以上の結果、当事業年度の業績は、売上高10,926,845千円（前期比7.1%増）、経常利益は344,912千円（同11.4%

増）、当期純利益は202,185千円（同0.3%増）となりました。 

 各事業別の営業の概況は次のとおりであります。 

  ①コンピュータ事業 

  従来からの大手企業へのコンピュータ及び周辺機器の販売が堅調に推移し、売上高は8,907,523千円（同5.6% 

 増）となりました。 

  ②アスクル＆サプライ事業 

  既存取引先の稼働推進が順調に進んだこと、サプライ製品販売における取引先の拡大が進んだことにより、売上

  高は1,259,050千円（同21.8%増）となりました。 

  ③サービス＆サポート事業 

   既存取引先との安定的な取引が継続し、売上高760,271千円(同4.2%増）となりました。 

   

  次期の見通しにつきましては、法人市場における「Windows XP」搭載機種から「Windows Vista（ビスタ）」搭載 

機種への移行が徐々に進むものと予想され、買い替え需要が見込まれます。しかしながら、どの時期に、どの程度顕

在化してくるかは未だ見極めが難しい状況にあります。 

 現時点における平成20年12月期の業績見通しにつきましては、売上高122億80百万円、経常利益３億45百万円、当

期純利益１億93百万円を計画しております。 

    

(2）財政状態に関する分析 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

  1)流動資産 

    当事業年度末の流動資産の残高は、2,993,881千円（前事業年度末は3,139,491千円）となり、145,610千円減少 

  いたしました。現金及び預金の減少が大きな要因であります。 

  2)固定資産 

    当事業年度末の固定資産の残高は、217,970千円（前事業年度末は235,804千円）となり、17,834千円減少いたし

  ました。投資その他の資産の減少が大きな要因であります。 

  3)流動負債 

    当事業年度末の流動負債の残高は、1,936,246千円（前事業年度末は1,972,159千円）となり、35,913千円減少い

  たしました。買掛金及び短期借入金の増加があったものの、一年内返済予定長期借入金及び未払法人税等が減少し

 たことが大きな要因であります。 

  4)固定負債 

    当事業年度末の固定負債の残高は、12,800千円（前事業年度末は294,497千円）となり、281,697千円減少いたし

  ました。長期借入金の減少が大きな要因であります。 

  5)純資産 

    当事業年度末の純資産合計は、前事業年度末に比べ154,164千円増加し1,262,804千円となり、自己資本比率は 

  32.9%から39.3%に増加しました。当期純利益を202,185千円計上したことにより、利益剰余金も増加しました。 

    なお、１株当たりの純資産額は前事業年度末に比べ22,992円50銭増加し188,337円81銭となりました。 
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  ②キャッシュ・フローの状況 

   当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度と比較して37,314千円増加 

  し、1,089,028千円となりました。 

  当事業年度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、266,774千円（前期比219,804千円増）になりました。これは主に売上債権の増

  加17,642千円及び法人税等の支払額183,818千円があったものの、税引前当期純利益344,912千円及び仕入債務の増

  加54,148千円があったことによるものであります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果得られた資金は147,100千円（前期比341,910千円増）となりました。これは主に定期預金等の預

  入による支出237,076千円及び定期預金等の払戻による収入392,013千円によるものであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動の結果使用した資金は376,560千円（前期比553,690千円増）となりました。これは短期借入金の増加 

  200,000千円と長期借入金の返済による支出535,660千円及び配当金の支払額40,900千円によるものであります。 

  

  当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

自己資本比率：純資産／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

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 

※いずれも財務数値により計算している。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用している。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ている。 

（注）平成17年12月期の時価ベースの自己資本比率は、非上場だったため、「－」で表示しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

   当社は、株主の皆様への利益還元の充実を重要な課題のひとつと考えており、当期の配当金につきましては、１

 株当たり6,800円を予定しております。 

  次期の配当金につきましては、１株当たり6,900円を予定しており、今後も業績の伸展、配当性向を勘案し、株

主の皆様への利益還元につきまして積極的に取り組んでまいります。 

  

  平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 

自己資本比率（％） 19.9 32.9 39.3 

時価ベースの自己資本比率（％） － 75.9 51.1 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（年） 
6.6 17.5 1.8 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
14.4 4.9 55.7 
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(4）事業等のリスク 

  当社の経営成績及び財政状態、財務諸表等に関する事項のうち、本決算発表日現在において、投資家の判断に重要

な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

  ①コンピュータ販売について 

  1)価格競争の動向について 

    事業の中心であるコンピュータ販売では、法人、個人とも国内市場は飽和状態にあり、代替需要が中心となって

  おります。商品の低価格化も進んでおり、今後、市場全体（販売台数・販売金額）の伸びは緩やかなものにならざ

  るを得ません。その中でインターネットの価格比較サイト等による商品価格情報の提供やメーカー直販による低価

 格販売により、コンピュータ機器の価格に対する競争は激しさを増しています。 

  当社は、売れ筋商品に限定した在庫を保有し仕入価格を下げることにより、価格優位性を保ち価格競争に巻きこま

 れることのない経営を行っておりますが、今後のコンピュータ業界の動向によっては当社の業績に影響を及ぼす可

 能性があります。 

  2)事業集中について 

    当社は法人向けの販売中心にビジネスを展開しており、当事業年度においては、コンピュータ事業が売上高の 

 81.5%を占め、コンピュータ事業への依存度が高くなっております。リスク分散のため、アスクル＆サプライ事 

 業、サービス＆サポート事業など新しい事業の柱を育てておりますが、今後のコンピュータ事業の動向によって 

 は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ②情報漏洩について 

    当社では業務に関連して多数の企業情報を保有するとともに、個人情報取扱業者として多数の個人情報を保有し

  ております。これらの企業情報及び個人情報については、当社の情報管理規程に基づき、万全の管理に努めており

  ますが、予期せぬ事態により情報が漏洩した場合には、当社は損害賠償の責めを負うばかりではなく社会的信用を

  失うことになり、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ③人材の確保について 

    今後の事業拡大にあたり、人材の確保は必要不可欠であります。 

    当社は採用活動に積極的に取り組んでおりますが、雇用環境の変化により人材の確保が計画通りに進まない場合

  には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  ④株式価値希薄化について 

    当社はストックオプション制度を採用しており、当社取締役、監査役及び使用人に対して新株予約権987株相 

 当、潜在株式を含めたシェア12.8%を付与しております。かかる新株予約権は、使用人等の業績向上に対する意欲 

  や士気をより一層高めるものでありますが、新株予約権が行使された場合には、１株当たりの株式価値が希薄化す

  る可能性があります。また、新株予約権により取得した株式が市場で売却された場合は、需給バランスに変動を生

  じ、適正な株価形成に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
   当社は子会社及び関連会社を有しておりませんので、事業内容について記載いたします。 

(1）コンピュータ事業 

  当社は、法人ユーザー（主に上場企業及びその関連会社、従業員が100人以上でかつ情報システム担当者が設けら 

 れている法人）、システムインテグレータ、その他販売店等をターゲットとして、サーバ、コンピュータをはじめ、

 プリンタ、周辺機器、ネットワーク関連機器、ビジネス用ソフトウェア等を販売しております。ユーザーのニーズに

 合わせ、様々なメーカーの製品からそれぞれ優れたものを選んで組み合わせ、販売するマルチベンダーであります。

 また、当社は売れ筋商品を大量に仕入れることによって、低価格での販売と早い納品体制を作っております。企業の

 部署単位での入れ替え、機器の故障、従業員の増加、部署移転などに伴う小規模及び随時の需要に注目し、電子メー

 ル及びＦＡＸにて頻繁に価格情報を提供することにより、ユーザーに需要が発生した際に即時に受注につながる体制

 を作っております。 

  

(2）アスクル＆サプライ事業 

  当社は、コンピュータ事業によって取引を開始したユーザーを中心に、オフィス関連用品及びサプライ製品の販売

 を行っております。 

  ①アスクル事業 

   アスクル株式会社が行っている通信販売事業「ＡＳＫＵＬ」の代理店業務を展開し、オフィス関連用品の提供を

  行っております。 

  ②サプライ事業 

   セイコーエプソン製トナーカートリッジをはじめとする各社純正トナー及びリサイクルトナー、記録メディア、

  帳票用紙などの消耗品の提供を行っております。 

  

(3）サービス＆サポート事業 

  当社は、コンピュータ事業において取引を開始したユーザーを中心に、オフィス全般の設置保守作業、ヘルプデス

  クの運営、デジタルコンテンツの制作等の付加価値の高いサービス提供を目指しております。 

   ①設置保守事業 

     ユーザーのオフィス環境構築全般の提案を目指し、商品を販売した際の搬入や据付、設定などの業務、ＬＡＮ配 

   線等のネットワークインフラ構築、電話配線作業、オフィスレイアウト及びユーザーが導入している機器全般を対 

   象とした、ネットワーク環境保守を行っております。 

   ②ヘルプデスク事業 

     ユーザーのオフィス内に当社のスタッフが常駐し、機器の管理、故障やトラブルの問い合わせへの対応、情報シ 

   ステム部門への業務改善の提案を行うヘルプデスク事業を展開しております。 

   ③デジタルコンテンツ事業 

     ウェブサイトの制作、ショールーム・イベント会場・展示会場用の映像やソフトウェアの制作を主に行っており 

   ます。コーポレートアイデンティティ(CI)・セールスプロモーション(SP)用コンテンツについて企画・提案から制 

   作、運営サポートまで一貫したサービスを提供するとともに、それに伴うシステム環境の提案・構築を行っており 

   ます。 
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  以上で述べた事項を事業系統図によって示すと次の通りであります。 
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３．経営方針 
(1）会社の経営の基本方針 

  当社は、「ユーザーニーズ実現企業」として、すべてのステークホルダーとの長期的に安定した共存共栄を目指す

ことを経営理念に掲げております。 

 この理念に基づく経営方針は以下のとおりであります。 

 ①コンピュータ事業、アスクル＆サプライ事業及びサービス＆サポート事業の着実な拡大と、重点顧客との取引関

 係の強化を図ります。 

 ②仕入先との戦略的な連携により、長期的な購買力を強化します。 

 ③内部統制制度の強化と、情報システムの充実により、管理レベルを向上します。 

 企業価値の向上を図り、当社を支持していただいている株主、顧客、取引先の皆様の期待にお応えしていくことを

目標として、事業活動を展開しております。 

  

(2）目標とする経営指標 

  当社は販売を中心とする企業であり、企業の発展と存続を示すものとの観点から、売上高の安定的拡大ならびに事

業の収益力を示す営業利益、経常利益を指標として重視し、これら指標の継続的向上に努めてまいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社は、経営基盤のさらなる安定と継続的な成長を目指し、常に企業価値を高めるために、以下の目標に前向きに

取り組んでまいります。 

  ①利便性の追求 

    コンピュータ事業を中心に、アスクル＆サプライ、サービス＆サポートの各事業により、ユーザーとの強力な取

  引関係を築き、常に新しい商材・サービスを提供し続けることで、ユーザーにとって一番利便性が高い企業を目指

  します。 

  ②効率的な企業運営 

    社内システムや組織体制の見直し、業務改善等を通じて業務の効率化を図るとともに、成長性が高く利益率が高

  い事業分野に積極的に資源を投入することにより、収益性を高め効率的な企業運営を目指します。 

  ③信頼される企業 

    従業員のモラルとモチベーションを高めながら、業績の向上、透明性の高い経営体制の維持、コンプライアン 

 ス・情報管理の徹底、優秀な人材の育成等を通じて、株主やユーザー・仕入先等のお取引先から信頼される企業を

  目指します。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

  収益力を高め、経営体質の強化を図っていくため、当社が対処すべき課題としては以下のものがあります。 

  ①新規顧客の獲得と既存顧客との取引拡大 

    当社は、国内法人を主な取引先としておりますが、未開拓企業も多く、今後一層業容を拡大していくためには、

  地域戦略・業種戦略を踏まえた上でターゲットとする企業を明確にし、新規開拓をしてまいります。また、コンピ

  ュータ販売で開拓した新規顧客の中で優良法人ユーザーを抽出し、ネットワークの構築や設置保守、ヘルプデス 

  ク、デジタルコンテンツなどの提案を通じて、顧客との取引拡大に努めてまいります。 

  ②新規事業の拡大 

    当社は、法人ユーザーに対して、従来より、アスクル、ヘルプデスク、デジタルコンテンツなど相乗効果の高い

  新規事業を展開してまいりました。業容拡大のため事業間の相乗効果は重要であり、今後も効率よく新規事業を立

  ち上げ、展開してまいります。 

  ③人材育成 

    当社の最大の財産は人材であり、優秀な人材の育成は経営基盤を維持し、拡大する上で不可欠であります。その

  ため、当社では人材育成を経営の重要課題と位置付け、従来よりＯＪＴや外部機関を活用した階層別研修・専門研

  修を行ってまいりました。今後とも、優秀な人材の確保のため、教育研修制度の一層の充実に努めてまいります。

  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

  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

載されております。 

  

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。 
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４．財務諸表 
(1）貸借対照表 

    
前事業年度 

（平成18年12月31日） 
当事業年度 

（平成19年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）                 

Ⅰ 流動資産                 

１．現金及び預金     1,378,225     1,260,603   △117,622 

２．受取手形 ※１   140,467     139,037   △1,430 

３．売掛金     1,329,889     1,342,455   12,565 

４．商品     228,741     216,742   △11,999 

５．貯蔵品     244     2,068   1,823 

６．前渡金     5,150     1,742   △3,408 

７．前払費用     16,156     15,613   △542 

８．繰延税金資産     16,530     18,296   1,766 

９．その他     25,555     6,962   △18,592 

貸倒引当金     △1,470     △9,641   △8,170 

流動資産合計     3,139,491 93.0   2,993,881 93.2 △145,610 

Ⅱ 固定資産                 

１．有形固定資産                 

(1）建物   1,510     1,510       

減価償却累計額   △1,258 251   △1,286 223   △28 

(2）工具器具及び備品   12,190     12,646       

減価償却累計額   △7,604 4,586   △9,246 3,399   △1,186 

有形固定資産合計     4,837 0.2   3,622 0.1 △1,214 

２．無形固定資産                 

(1）ソフトウェア     12,814     9,109   △3,705 

(2）その他     1,273     1,273   － 

無形固定資産合計     14,088 0.4   10,383 0.3 △3,705 
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前事業年度 

（平成18年12月31日） 
当事業年度 

（平成19年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

３．投資その他の資産                 

(1）投資有価証券     54,619     46,811   △7,807 

(2）出資金     10,000     10,000   － 

(3）従業員長期貸付金     484     －   △484 

(4）破産債権、再生債
権、更生債権その
他これらに準ずる
債権 

    17,744     20,779   3,035 

(5) 長期前払費用      4,680     －   △4,680 

(6) 繰延税金資産      －     1,427   1,427 

(7）敷金     54,280     60,219   5,938 

(8）保証金     58,008     58,058   50 

(9) その他      31,840     26,093   △5,747 

貸倒引当金     △14,779     △19,426   △4,646 

投資その他の資産合
計 

    216,878 6.4   203,964 6.4 △12,914 

固定資産合計     235,804 7.0   217,970 6.8 △17,834 

資産合計     3,375,296 100.0   3,211,851 100.0 △163,445 
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前事業年度 

（平成18年12月31日） 
当事業年度 

（平成19年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（負債の部）                 

Ⅰ 流動負債                 

１．買掛金     1,222,328     1,276,476   54,148 

２．短期借入金     －     200,000   200,000 

３．一年内返済予定長期
借入金 

    535,660     273,990   △261,670 

４．未払金     48,347     48,505   158 

５．未払費用     25,784     29,965   4,181 

６．未払法人税等     108,417     71,033   △37,384 

７．前受金     4,655     3,984   △671 

８．預り金     7,934     10,301   2,366 

９．賞与引当金     19,032     21,990   2,958 

流動負債合計     1,972,159 58.4   1,936,246 60.3 △35,913 

Ⅱ 固定負債                 

１．長期借入金     286,790     12,800   △273,990 

２．繰延税金負債     7,707     －   △7,707 

固定負債合計     294,497 8.7   12,800 0.4 △281,697 

負債合計     2,266,656 67.1   1,949,046 60.7 △317,610 

                  

（純資産の部）                 

Ⅰ 株主資本                 

１．資本金     250,865 7.4   250,865 7.8 － 

２．資本剰余金                 

(1）資本準備金   201,000     201,000       

資本剰余金合計     201,000 6.0   201,000 6.2 － 

３．利益剰余金                 

(1）利益準備金   2,607     2,607       

(2）その他利益剰余金                 

繰越利益剰余金   638,591     799,876       

利益剰余金合計     641,199 19.0   802,484 25.0 161,285 

株主資本合計     1,093,064 32.4   1,254,349 39.0 161,285 

Ⅱ 評価・換算差額等                 

１．その他有価証券評価
差額金 

    15,576 0.5   8,455 0.3 △7,120 

評価・換算差額等合計     15,576 0.5   8,455 0.3 △7,120 

純資産合計     1,108,640 32.9   1,262,804 39.3 154,164 

負債純資産合計     3,375,296 100.0   3,211,851 100.0 △163,445 
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(2）損益計算書 

    
前事業年度 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高     10,199,408 100.0   10,926,845 100.0 727,437 

Ⅱ 売上原価                 

１．商品期首たな卸高   175,370     228,741       

２．当期商品仕入高   8,845,678     9,342,000       

合計   9,021,049     9,570,742       

３．商品期末たな卸高   228,741 8,792,307 86.2 216,742 9,354,000 85.6 561,692 

売上総利益     1,407,100 13.8   1,572,845 14.4 165,745 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   1,053,059 10.3   1,227,775 11.2 174,715 

営業利益     354,040 3.5   345,069 3.2 △8,970 

Ⅳ 営業外収益                 

１．受取利息   869     2,637       

２．受取配当金   988     1,195       

３．受取手数料   340     －       

４．役員保険解約返戻益   －     1,226       

５．その他   316 2,514 0.0 391 5,451 0.1 2,937 

Ⅴ 営業外費用                 

１．支払利息   9,648     5,063       

２．株式交付費償却    6,030     －       

３．貸倒引当金繰入額    8,484     －       

４．株式公開関連費用    19,553     －       

５．その他   3,348 47,064 0.5 545 5,608 0.1 △41,455 

経常利益     309,489 3.0   344,912 3.2 35,422 

Ⅵ 特別利益                 

１．保険解約返戻益   49,650 49,650 0.5 － － － △49,650 

税引前当期純利益     359,140 3.5   344,912 3.2 △14,228 

法人税、住民税及び
事業税 

  160,405     148,742       

法人税等調整額   △2,839 157,565 1.5 △6,015 142,726 1.3 △14,838 

当期純利益     201,574 2.0   202,185 1.9 610 
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(3）株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

 （注）平成18年３月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本 

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 

利益準備金 

 その他利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 

繰越利益 
剰余金 

平成17年12月31日 残高 
（千円） 

63,865 14,000 14,000 2,607 456,413 459,021 536,886 

事業年度中の変動額               

新株の発行 187,000 187,000 187,000       374,000 

剰余金の配当（注）         △19,397 △19,397 △19,397 

当期純利益         201,574 201,574 201,574 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

              

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

187,000 187,000 187,000 － 182,177 182,177 556,177 

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

250,865 201,000 201,000 2,607 638,591 641,199 1,093,064 

  
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成17年12月31日 残高 
（千円） 

13,323 13,323 550,209 

事業年度中の変動額       

新株の発行     374,000 

剰余金の配当（注）     △19,397 

当期純利益     201,574 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

2,252 2,252 2,252 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

2,252 2,252 558,430 

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

15,576 15,576 1,108,640 
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当事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

  

  

株主資本 

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 

利益準備金 

 その他利益
剰余金 利益剰余金 

合計 
繰越利益 
剰余金 

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

250,865 201,000 201,000 2,607 638,591 641,199 1,093,064 

事業年度中の変動額               

剰余金の配当         △40,900 △40,900 △40,900 

当期純利益         202,185 202,185 202,185 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

              

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

－ － － － 161,285 161,285 161,285 

平成19年12月31日 残高 
（千円） 

250,865 201,000 201,000 2,607 799,876 802,484 1,254,349 

  
評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 

平成18年12月31日 残高 
（千円） 

15,576 15,576 1,108,640 

事業年度中の変動額       

剰余金の配当     △40,900 

当期純利益     202,185 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△7,120 △7,120 △7,120 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△7,120 △7,120 154,164 

平成19年12月31日 残高 
（千円） 

8,455 8,455 1,262,804 
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(4）キャッシュ・フロー計算書 

    
前事業年度 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

        

税引前当期純利益   359,140 344,912 △14,228 

減価償却費   8,890 9,426 535 

長期前払費用の償却
額 

  720 4,680 3,960 

貸倒引当金の増減額
（減少：△） 

  11,055 16,289 5,233 

賞与引当金の増減額
（減少：△） 

  1,032 2,958 1,926 

受取利息及び受取配
当金 

  △1,857 △3,833 △1,975 

支払利息   9,648 5,063 △4,585 

株式交付費償却    6,030 － △6,030 

株式公開関連費用    19,553 － △19,553 

保険解約返戻益   △49,650 － 49,650 

売上債権の増減額
（増加：△） 

  △334,007 △17,642 316,365 

たな卸資産の増減額
（増加：△） 

  △52,938 10,175 63,114 

仕入債務の増減額
（減少：△） 

  180,529 54,148 △126,381 

未払金の増減額（減
少：△） 

  △8,864 － 8,864 

その他   △19,246 25,418 44,665 

小計   130,034 451,595 321,561 

利息及び配当金の受
取額 

  1,857 3,783 1,925 

保険解約返戻収入   57,204 － △57,204 

利息の支払額   △9,483 △4,786 4,697 

法人税等の支払額   △132,643 △183,818 △51,175 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

  46,970 266,774 219,804 
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前事業年度 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

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 

  △387,005 △237,076 149,929 

定期預金等の払戻に
よる収入 

  168,000 392,013 224,012 

有形固定資産の取得
による支出 

  △4,366 △455 3,911 

有形固定資産の売却
による収入 

  3,390 － 3,390 

無形固定資産の取得
による支出 

  △2,150 △4,050 △1,900 

投資有価証券の取得
による支出 

  △4,136 △203,418 △199,281 

投資有価証券の売却
による収入 

  － 199,321 199,321 

敷金・保証金の支払
による支出 

  △28,286 △5,938 22,347 

敷金・保証金の回収
による収入 

  64,643 6,220 △58,423 

その他   △4,898 484 5,383 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

  △194,809 147,100 341,910 
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前事業年度 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 
対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 
増減 

（千円） 

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：△） 

  △100,000 200,000 300,000 

長期借入れによる収
入 

  700,000 － △700,000 

長期借入金の返済に
よる支出 

  △751,890 △535,660 216,230 

配当金の支払額   △19,397 △40,900 △21,503 

株式の発行による収
入  

  367,969 － △367,969 

株式公開関連費用の
支出額 

  △19,553 － 19,553 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

  177,129 △376,560 △553,690 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増減額（減少：△） 

  29,290 37,314 8,024 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高 

  1,022,424 1,051,714 29,290 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
期末残高 

※ 1,051,714 1,089,028 37,314 

          

-17-

ハイパーコンセプション株式会社（3054）　平成19年12月期決算短信(非連結）



重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

    決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）を採用してお

ります。 

(1）その他有価証券 

時価のあるもの 

         同左 

 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。 

時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

……移動平均法による原価法を採用して

おります。 

商品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

  定率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。 

(1）有形固定資産 

        同左 

   

   工具器具及び備品  ４～６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ェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

４．繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費  

  支出時に全額費用として処理してお

ります。 

  

      ──────── 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

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勘案

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 

 (2）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

６．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  

７．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 
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会計処理方法の変更 

項目 
前事業年度 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12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。  

  従来の資本の部の合計に相当する金額は1,108,640千円

であります。 

  なお、財務諸表等規則の改正により、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、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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表示方法の変更 

追加情報 

前事業年度 
（平成18年12月31日） 

当事業年度 
（平成19年12月31日） 

（貸借対照表） 

 前期において区分掲記しておりました「保険積立金」

は資産の総額の100分の１以下となったため、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示することに変更いたし

ました。 

 なお、当期末の「保険積立金」は31,840千円でありま

す。 

（貸借対照表） 

        

         ──────── 

（損益計算書） 

          

         ──────── 

（損益計算書） 

 前期において区分掲記しておりました「受取手数料」

は営業外収益の総額の100分の10以下となったため、営業

外収益の「その他」に含めて表示することに変更いたし

ました。 

 なお、当期における「受取手数料」は164千円でありま

す。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

          

         ──────── 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 前期において区分掲記しておりました営業活動による

キャッシュ・フローの「未払金の増減額（減少：△）」

は重要性が乏しくなったため、当期より営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示すること

に変更いたしました。 

 なお、当期の営業活動によるキャッシュ・フローの

「未払金の増減額（減少：△）」は158千円であります。 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

（外形標準課税制度の適用）  

  平成18年９月27日に公募増資を実施し資本金が増加した

ことにより、当事業年度から外形標準課税制度を適用して

おります 

  これに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形

標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取

扱い」（企業会計基準委員会実務対応報告第12号 平成16

年２月13日）に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しておりま

す。  

  この結果、販売費及び一般管理費は5,377千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は同額減少して

おります。 

         

          ────────   
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成18年12月31日） 

当事業年度 
（平成19年12月31日） 

※１．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。 

 なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。 

※１．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。 

 なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形 12,335千円 受取手形     10,526千円

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は61.2％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は38.8％

であります。 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は61.8％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は38.2％

であります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。  主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 76,560千円

給料手当 428,880 

法定福利費 64,215 

賞与引当金繰入額 19,032 

販売手数料 68,923 

減価償却費 8,890 

地代家賃 73,005 

貸倒引当金繰入額 2,776 

役員報酬 68,385千円

給料手当 506,405 

法定福利費 76,248 

賞与引当金繰入額 21,990 

販売手数料 96,810 

減価償却費 8,015 

地代家賃 87,434 

貸倒引当金繰入額 16,289 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 （注）発行済株式の総数の増加は、一般募集により、1,000株の新株発行（払込期日：平成18年９月27日）を実施したこ

とによる増加分であります。 

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  
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 （注） 5,705 1,000  － 6,705 

 合計  5,705  1,000  －  6,705 

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３月30日 

定時株主総会 
普通株式 19,397  3,400  平成17年12月31日 平成18年４月７日 

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３月29日 

定時株主総会 
普通株式 40,900   利益剰余金 6,100  平成18年12月31日 平成19年３月30日 
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当事業年度（自平成19年１月１日 至平成19年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

  

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
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   6,705 －  －  6,705 

 合計  6,705  －  －  6,705 

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３月29日 

定時株主総会 
普通株式 40,900  6,100  平成18年12月31日 平成19年３月30日 

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20年３月27日 

定時株主総会 
普通株式 45,594   利益剰余金 6,800  平成19年12月31日 平成20年３月28日 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

※ 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 

※ 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12月31日現在） （平成19年12月31日現在） 

（千円） （千円） 

現金及び預金勘定 1,378,225

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等 
△326,511

現金及び現金同等物 1,051,714

現金及び預金勘定 1,260,603

預入期間が３ヶ月を超える定期預

金等 
△171,574

現金及び現金同等物 1,089,028
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（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12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）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

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） 

期末残高相
当額 
（千円） 

工具器具及び備
品  

15,735 327 15,408 

合計 15,735 327 15,408 

  

 
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） 

工具器具及び備
品  

15,725 4,258 11,466 

合計 15,725 4,258 11,466 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内  3,684千円 

１年超 11,751千円  

合計  15,436千円 

  

１年内  3,852千円 

１年超 7,893千円  

合計  11,745千円 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料  359千円 

減価償却費相当額  327千円  

支払利息相当額  59千円  

支払リース料  4,309千円 

減価償却費相当額  3,930千円  

支払利息相当額  628千円  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

 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。 

 (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 

    リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

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。 
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（有価証券関係） 

前事業年度（平成18年12月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

  (1）株式 23,406 49,669 26,262 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

  小計 23,406 49,669 26,262 

  (1）株式 － － － 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

  小計 － － － 

合計 23,406 49,669 26,262 

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 4,950 
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当事業年度（平成19年12月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日）及び当事業年度（自平成19年１月１日 至平成19年12

月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（退職給付関係） 

前事業年度（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日）及び当事業年度（自平成19年１月１日 至平成19年12

月31日） 

 当社には退職給付制度がないため、該当事項はありません。 

  種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

  (1）株式 27,604 41,861 14,256 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

  小計 27,604 41,861 14,256 

  (1）株式 － － － 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

(2）債券 － － － 

(3）その他 － － － 

  小計 － － － 

合計 27,604 41,861 14,256 

  貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 4,950 
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（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 取締役５名、監査役２名 及び使用人116名 

ストック・オプション数（注） 普通株式   1,100株 

付与日 平成18年１月20日 

権利確定条件 
 権利行使時に当社または当社子会社の取締役、監査役及び使用人の地位にある

こと 

対象勤務期間  平成18年１月20日から 平成19年12月21日まで 

権利行使期間  平成19年12月22日から 平成27年12月21日まで 

 
平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）   

前事業年度末 － 

付与 1,100 

失効 29 

権利確定 － 

未確定残 1,071 

権利確定後      （株）   

前事業年度末 － 

権利確定 － 

権利行使 － 

失効 － 

未行使残 － 

 
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 230,000 

行使時平均株価     （円） － 

公正な評価単価（付与日）（円） － 
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当事業年度（自平成19年１月１日 至平成19年12月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注）株式数に換算して記載しております。 

  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  
平成18年 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 取締役５名、監査役２名 及び使用人116名 

ストック・オプション数（注） 普通株式   1,100株 

付与日 平成18年１月20日 

権利確定条件 
 権利行使時に当社または当社子会社の取締役、監査役及び使用人の地位にある

こと 

対象勤務期間  平成18年１月20日から 平成19年12月21日まで 

権利行使期間  平成19年12月22日から 平成27年12月21日まで 

 
平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前      （株）   

前事業年度末 1,071 

付与 － 

失効 84 

権利確定 987 

未確定残 － 

権利確定後      （株）   

前事業年度末 － 

権利確定 987 

権利行使 － 

失効 － 

未行使残 987 

 
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格      （円） 230,000 

行使時平均株価     （円） － 

公正な評価単価（付与日）（円） － 
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（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

前事業年度 
（平成18年12月31日） 

当事業年度 
（平成19年12月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 (千円)

貸倒引当金繰入限度超過額 2,979 

未払事業税否認 7,802 

未払事業所税否認 919 

賞与引当金繰入限度超過額 7,744 

その他 807 

繰延税金資産計 20,252 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △10,686 

その他 △743 

繰延税金負債計 △11,429 

繰延税金資産の純額 8,823 

繰延税金資産 (千円)

貸倒引当金繰入限度超過額 8,404 

未払事業税否認 6,259 

未払事業所税否認 1,011 

賞与引当金繰入限度超過額 8,947 

その他 1,524 

繰延税金資産計 26,146 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △5,801 

その他 △621 

繰延税金負債計 △6,422 

繰延税金資産の純額 19,724 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

  

 法定実効税率  40.69％

 （調整）  

  交際費等永久に損金に算入されない項目 0.99％

  同族会社の留保金課税 2.10％

  その他  0.09％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率  43.87％

   

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。  

３．法定実効税率の変更  

 当事業年度において資本金が１億円を超えたことに

伴い、外形標準課税が適用されるため、当事業年度の

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定

実効税率は、前事業年度の42.05％から40.69％へ変更

しております。 

 なお、この変更による影響は軽微であります。 

３．       ──────── 

  

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

 該当事項はありません。 同左 
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（関連当事者との取引） 

前事業年度（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

  該当事項はありません。 

当事業年度（自平成19年１月１日 至平成19年12月31日） 

  該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。 

（重要な後発事象） 

前事業年度（自平成18年１月１日 至平成18年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成19年１月１日 至平成19年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度 
（自 平成18年１月１日 

至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

１株当たり純資産額 165,345円31銭

１株当たり当期純利益金額 33,775円92銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額  
33,055円87銭

１株当たり純資産額    188,337円81銭

１株当たり当期純利益金額     30,154円46銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額  
    29,455円95銭

  
前事業年度 

（自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年１月１日 

至 平成19年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

 当期純利益（千円） 201,574 202,185 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 201,574 202,185 

 普通株式の期中平均株式数（株） 5,968 6,705 

      

潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額     

 当期純利益調整額（千円） － － 

 普通株式増加数（株） 130 159 

  （うち新株予約権（株）） (130) (159) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 －  － 
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５．その他 
(1）役員の異動 

  該当事項はありません。 

  

(2）その他 

  該当事項はありません。 

  

-32-

ハイパーコンセプション株式会社（3054）　平成19年12月期決算短信(非連結）


