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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

（注）当社は、平成20年3月期第1四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成20年3月期第1四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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3月期第1四半期 4,457 ― 263 ― 210 ― 42 ―
20年3月期第1四半期 4,231 ― 207 ― 208 ― 103 ―

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3月期第1四半期 7.74 7.54
20年3月期第1四半期 19.75 18.90

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3月期第1四半期 14,439 5,703 39.0 1,031.10
20年3月期 13,840 5,822 41.4 1,044.61

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,637百万円 20年3月期  5,729百万円

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3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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2四半期連結累計期間 9,600 ― 630 ― 640 ― 300 ― 54.69
通期 20,000 7.0 1,300 11.4 1,250 8.2 600 7.4 109.38

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３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) 四半期連結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（四半期連結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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想値は、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、予想数値 
と異なる場合があります。業績予想に関する事項につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  5,486,240株 20年3月期  5,485,240株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  19,000株 20年3月期  50株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  5,479,621株 20年3月期第1四半期  5,240,902株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油や原材料の高騰による諸物価の上昇で企業収益が圧迫さ

れ、設備投資や個人消費にも影を落としながら先行き不透明な状況で推移しました。米国経済や株式市場の動向も大

いに懸念されます。このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社６社）は、引き続きLED関連業務の

拡大、グローバル展開、シナジー効果のあるM&Aや事業提携、利益拡大を念頭にグループ経営を推進しました。 

 販売事業においては、音響機器販売事業部門で業務用放送音響機器関連市場のシェアアップに向け、世界の放送局

やレコーディングスタジオ等々に多数の納入実績を誇る「STUDER（スチューダー）」の販売権を有するスチューダ

ー・ジャパン－ブロードキャスト株式会社の全株式を取得し完全子会社としました。 

 映像製品の開発・製造・販売事業部門では次世代大型ディスプレイ・システムの展開を視野に、篠田プラズマ株式

会社との間で、薄型軽量のプラズマチューブアレイ（PTA）方式の超大画面フィルム型ディスプレイと当社製プロセ

ッサ（映像信号制御装置）とのコラボレーションモデルの開発及び製品化に向けた業務提携契約を締結し、次期中期

経営計画に向けた布石としました。 

 サービス事業においては、イベント映像事業部門で当社製「ChromaLED」ディスプレイ・システムの需要拡大や当

社が総輸入代理店をしているLEDディスプレイ・システム「STEALTH」の人気もあって、コンサート映像案件が堅調に

推移いたしました。コンベンション案件も子会社を中心に堅調でした。 

 コンサート音響事業部門では集客力のある著名アーティストが、コンサート活動を活発に展開していることから好

調に推移しております。 

 このような状況により、販売・サービス両事業とも売上高は増加しておりますが、販売事業では①「景気後退の懸

念からか購買意欲が弱まっている市場がある」②「まだ軌道に乗れていない子会社がある」等の状況の中で、商品評

価損や在外子会社の為替差損の計上もあり、収益への貢献度を下げております。 

 これらの結果、売上高4,457百万円（前年同期比5.3％増）、営業利益263百万円（同27.0％増）、経常利益210百万

円（同1.3％増）となりましたが、商品評価損(特別損失)42百万円、法人税等135百万円を計上したこと等から四半期

純利益は42百万円（同59.0％減）となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

[販売事業] 

 販売事業においては、音響機器販売事業部門は、SHURE等の人気輸入ブランドが売上に貢献するとともに放送局案

件をはじめとした機器更新案件は着実に獲得しましたが、景気後退の懸念があってか、輸入音響機器ブランドの一部

に売れ行きの弱含み状況が見受けられます。映像製品の開発・製造・販売事業部門は、国内外へ販売した当社製

ChromaLEDの新製品が健闘し、著名施設への納入や海外イベント会社の機材採用枠の拡大など計画を上回る展開をし

ておりますが、在外子会社における為替差損が収益を圧迫しております。 

 これらの結果、販売事業の売上高は2,452百万円となりました。 

  

[サービス事業]  

 サービス事業においては、コンサート音響事業部門では、集客力のあるアーティストのコンサートで、前年度から

一転してアリーナツアーが活発になったことに加えて、イベント映像事業部門では、コンサート映像や企業の販促イ

ベントにおける大型映像の需要が引き続き拡大基調であること、LEDディスプレイ・システムが受注領域をますます

広げていることで、概ね計画通りに推移するとともに当社グループ全体の収益を牽引しております。さらにコンベン

ション案件も子会社を中心に堅調に推移いたしました。 

 これらの結果、サービス事業の売上高は2,005百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間末の資産合計は14,439百万円となり、前連結会計年度末と比べ598百万円増加しまし

た。これは現金及び預金、製品が増加したことが主な要因であります。 

  負債合計は8,736百万円となり、前連結会計年度末と比べ717百万円増加しました。これは短期借入金が増加した

ことが主な要因であります。 

  純資産合計は5,703百万円となり、前連結会計年度末と比べ119百万円減少しました。これは配当金の支払により

利益剰余金が減少したこと及び為替換算調整勘定が減少したことが主な要因であります。 

  



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 金融市場の混乱が尾を引いていることや原油価格の高騰に歯止めがかからないこと等もあり、景気後退の波が当

社の属する業界をも急速に巻き込もうとしております。常に安定した売上を維持してきた販売事業における人気の

高い流通商品にも、売れ行きに弱含みの状況が出ています。個別対応となる特注品等の販売においても概して高額

取引となる案件は、以前にも増して成約までに時間がかかる状況が見受けられます。 

 一方、サービス事業においては、コンサート音響事業部門が夏場の野外コンサート案件をはじめとして、集客力

のある著名アーティストのコンサートも多く抱えて好調が見込まれております。また、イベント映像事業部門もコ

ンサート案件や企業イベント案件等でも堅調なことからサービス事業は引き続き好調に推移する見込みです。 

 これらの結果、販売事業の業績見通しに懸念材料は見受けられますが、サービス事業が好調なことから販売事業

のマイナス要素をカバーできると見込んでおりますので、第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につき

ましては、平成20年５月15日に決算短信で発表した数値に変更はありません。 

  

４．その他 

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。 

(2）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  １．簡便な会計処理 

    ①棚卸資産の評価方法 

      当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

    ②経過勘定項目の算定方法 

      一部の経過勘定項目の算定については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。

    ③固定資産の減価償却費の算定方法 

      減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計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。 

  ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

    ①税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整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、税金等調整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。 

     繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等及び一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

(3）四半期連結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 

 ・会計処理基準に関する事項の変更 

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用し

ております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

   ２．当社及び国内連結子会社は、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１四半期連結会計期間より「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

り、当期首時点で保有していたたな卸資産に係る簿価切下げ額42,691千円を特別損失として計上しておりま

す。この結果、従来の方法と比較して、税金等調整前四半期純利益が42,691千円減少しております。 

    ３．国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得原価の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、

取得原価の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。なお、これによる損益への影響額は軽微であります。 



    ４．当社及び国内連結子会社は、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用す

ることができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常

の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。なお、これによる損益への影響額は軽微であります。 

  また、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。  

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,815,495 2,672,825

受取手形及び売掛金 3,184,142 3,094,003

商品 1,376,551 1,512,865

未着商品 118,275 37,225

製品 485,024 330,813

原材料 422,126 373,121

仕掛品 707,563 727,240

その他 619,724 500,611

貸倒引当金 △71,841 △112,459

流動資産合計 9,657,061 9,136,248

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,226,488 1,192,073

減価償却累計額 △585,717 △569,921

建物及び構築物（純額） 640,771 622,152

機械装置及び運搬具 5,523,889 5,777,163

減価償却累計額 △3,703,688 △3,840,190

機械装置及び運搬具（純額） 1,820,201 1,936,972

工具、器具及び備品 612,116 558,054

減価償却累計額 △383,513 △363,351

工具、器具及び備品（純額） 228,602 194,702

リース資産 498,399 456,747

減価償却累計額 △62,905 △42,004

リース資産（純額） 435,494 414,743

その他 542,122 505,534

有形固定資産合計 3,667,191 3,674,104

無形固定資産   

のれん 200,645 125,323

その他 136,236 139,383

無形固定資産合計 336,882 264,706

投資その他の資産   

その他 973,265 921,870

貸倒引当金 △194,842 △155,988

投資その他の資産合計 778,422 765,882

固定資産合計 4,782,496 4,704,693

資産合計 14,439,557 13,840,942



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,667,918 1,383,837

短期借入金 2,700,000 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 679,000 695,000

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

リース債務 135,881 118,947

未払法人税等 132,135 480,890

賞与引当金 220,779 317,421

役員賞与引当金 8,735 31,445

製品保証引当金 14,763 19,769

その他 804,614 1,018,696

流動負債合計 6,383,827 5,586,006

固定負債   

社債 170,000 170,000

長期借入金 1,007,500 1,155,000

リース債務 520,357 464,332

退職給付引当金 553,092 534,145

負ののれん 5,985 11,970

その他 95,601 97,118

固定負債合計 2,352,537 2,432,567

負債合計 8,736,364 8,018,573

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,701,775 1,701,455

資本剰余金 2,054,889 2,054,569

利益剰余金 1,946,429 1,986,319

自己株式 △22,667 △193

株主資本合計 5,680,426 5,742,151

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,201 16,032

繰延ヘッジ損益 3,800 △17,800

為替換算調整勘定 △67,166 △10,497

評価・換算差額等合計 △43,165 △12,265

少数株主持分 65,932 92,482

純資産合計 5,703,193 5,822,368

負債純資産合計 14,439,557 13,840,942



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 4,457,320

売上原価 2,978,454

売上総利益 1,478,866

販売費及び一般管理費 1,215,070

営業利益 263,795

営業外収益  

受取利息 4,782

受取配当金 1,934

負ののれん償却額 5,985

その他 15,006

営業外収益合計 27,709

営業外費用  

支払利息 19,242

為替差損 56,033

その他 5,394

営業外費用合計 80,670

経常利益 210,834

特別利益  

固定資産売却益 706

貸倒引当金戻入額 1,717

特別利益合計 2,424

特別損失  

固定資産除却損 7,184

商品評価損 42,691

特別損失合計 49,876

税金等調整前四半期純利益 163,382

法人税等 135,867

少数株主損失（△） △14,873

四半期純利益 42,387



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成20年５月15日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得しております。この結果、当第１四半期連結会計期間に

おいて自己株式が22,474千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において自己株式が22,667千円となっており

ます。 



「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

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 4,231,323 

Ⅱ 売上原価 2,936,906 

売上総利益 1,294,417 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,086,625 

営業利益 207,791 

Ⅳ 営業外収益 32,200 

Ⅴ 営業外費用 31,812 

経常利益 208,180 

Ⅵ 特別利益 135 

Ⅶ 特別損失 3,560 

税金等調整前四半期純利益 204,755 

税金費用 101,272 

四半期純利益 103,483 


	ヒビノ株式会社（2469）平成21年３月期　第１四半期決算短信: ヒビノ株式会社（2469）平成21年３月期　第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -


