
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 平河ヒューテック 上場取引所 東 

コード番号 5821 URL http://www.hewtech.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 隅田和夫

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 内野敬一 TEL 03-5493-1711

四半期報告書提出予定日 平成20年8月13日

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） 

 

(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 4,547 ― 172 ― 222 ― 100 ―

20年3月期第1四半期 4,764 5.2 369 27.3 426 79.8 291 97.8

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 11.77 11.46
20年3月期第1四半期 37.07 35.76

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 21,278 16,154 75.7 1,895.53
20年3月期 23,157 16,662 71.8 1,954.52

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  16,118百万円 20年3月期  16,619百万円

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 ― 8.00 ― 12.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.00 ― 12.00 20.00

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 9,920 ― 630 ― 640 ― 345 ― 40.57
通期 20,900 2.8 1,450 6.3 1,440 13.2 895 0.4 105.25

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【定性的な情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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【定性的な情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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．平成20年５月８日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも修正しておりません。上記予想は本資料の発表日現在において入手可能
な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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）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）を適当しております。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 無

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  8,541,900株 20年3月期  8,541,900株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  38,665株 20年3月期  38,617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  8,503,262株 20年3月期第1四半期  7,857,975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、米国のサブプライムローン問題を発端とする米国景気減速の影

響、不安定な為替動向、世界的な金融不安、原油等原材料価格の高騰、一部産業の設備投資の減速などの不安定要素

が重なり、不透明感が急速に増大いたしました。

　一方、海外におきましても、米国経済の景気は引き続き停滞しており、欧州経済におきましても緩やかに減速して

きております。また拡大を続けてきた中国をはじめとするアジアにつきましても中国の貿易黒字が前年同期比におい

て大幅に減少するなど、世界経済全体が減速しており、今後さらに減速していくという見方もあります。

　当社グループを取り巻くエレクトロニクス業界におきましては、デジタル家電の一部に好調な動きがあったものの、

半導体設備投資の大幅な抑制、携帯電話の伸び悩み、先進国において自動車の販売台数が減少するなど業界を取り巻

く環境は厳しさを増しております。 

　このような環境の下、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、連結売上高は45億47百万円（前年同期比

4.5％減）、連結営業利益は１億72百万円（同53.2％減）、連結経常利益は２億22百万円（同47.7％減）と、四半期純

利益は１億円（同65.6％減）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総資産は、前連結会計年度末に比べ18億79百万円減少し212億78百万円となりました。

主な要因は、現金及び預金が古河事業所の再構築に伴う支払い等により９億52百万円減少、受取手形及び売掛金が売

上の減少により５億76百万円減少しました。

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ13億71百万円減少し51億23百万円となりまし

た。主な要因は、未払金が古河事業所の再構築に伴う支払い等により６億79百万円減少、支払手形及び買掛金が仕入

の減少により４億72百万円減少しました。

当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末に比べ５億７百万円減少し161億54百万円となりま

した。主な要因は、円高に伴い為替換算調整勘定が４億95百万円減少しました。

 

　（キャッシュ・フローについて）

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

９億52百万円減少し、23億49百万円（前連結会計年度比28.9％減）となりました。

（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、３億29百万円の資金の獲得となりました。主な増加要因は、税金等調整前

当期純利益１億60百万円、減価償却費１億90百万円、売上債権の減少２億98百万円であり、主な減少要因は、仕入債

務の減少１億93百万円、法人税等の支払額１億54百万円であります。

（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、８億90百万円の資金の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得

による支出８億78百万円であります。

（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、１億35百万円の資金の支出となりました。 主な要因は、配当金の支払額１

億２百万円、長期借入金の返済による支出33百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しにつきましては、原材料価格の高騰や米国経済の停滞など厳しい状況が続くことが予想されます。

　当社グループは、価格転嫁などの原材料価格高騰への対応や販管費の見直し、業務プロセスの改善などをさらに推

し進め、さらなる収益力強化を図ってまいります。

　第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想（平成20年５月８日発表）の変更はしておりません。



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

　当第１四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し帳簿で計上する方法を採用して

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

　◎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）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。

　◎棚卸資産の評価基準及び評価方法

　棚卸資産については、従来、主として総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）が適用されたことに伴い、主として総平

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り下げの方法）により算定しており

ます。

　これにより、売上総利益、営業利益及び経常利益はそれぞれ３百万円増加し、税金等調整前四半期純利益は61

百万円減少しております。



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 2,935,851 3,888,568

受取手形及び売掛金 5,930,153 6,506,326

有価証券 3,361 3,358

商品 134,138 189,113

製品 921,299 1,045,910

半製品 327,604 332,537

原材料 1,164,838 1,268,396

仕掛品 596,814 591,457

貯蔵品 61,516 65,531

繰延税金資産 162,523 167,765

その他 381,586 323,732

貸倒引当金 △1,947 △2,131

流動資産合計 12,617,741 14,380,567

固定資産   

有形固定資産 ※1  6,783,177 ※1  6,925,621

無形固定資産 97,985 104,415

投資その他の資産 ※2  1,779,744 ※2  1,747,279

固定資産合計 8,660,907 8,777,316

資産合計 21,278,648 23,157,884

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,264,113 2,736,782

短期借入金 232,229 266,005

未払法人税等 89,967 192,101

賞与引当金 151,178 174,673

未払費用 414,531 439,550

未払金 197,099 876,366

その他 118,720 128,282

流動負債合計 3,467,840 4,813,763

固定負債   

長期借入金 70,000 87,500

退職給付引当金 1,262,110 1,264,727

役員退職慰労引当金 239,958 236,875

負ののれん 49,488 54,986

その他 34,507 37,768

固定負債合計 1,656,064 1,681,858

負債合計 5,123,905 6,495,621



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,526,510 1,526,510

資本剰余金 1,430,654 1,430,654

利益剰余金 13,421,175 13,451,764

自己株式 △48,971 △48,900

株主資本合計 16,329,369 16,360,030

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 75,340 55,865

繰延ヘッジ損益 4,909 －

為替換算調整勘定 △291,444 203,930

評価・換算差額等合計 △211,193 259,796

少数株主持分 36,567 42,436

純資産合計 16,154,743 16,662,263

負債純資産合計 21,278,648 23,157,884



（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 4,547,531

売上原価 3,728,641

売上総利益 818,889

販売費及び一般管理費 ※  645,991

営業利益 172,897

営業外収益  

受取利息 7,064

受取配当金 4,298

負ののれん償却額 5,498

為替差益 34,519

その他 9,815

営業外収益合計 61,197

営業外費用  

支払利息 2,769

開業費償却 5,497

その他 2,834

営業外費用合計 11,101

経常利益 222,992

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 1,810

その他 54

特別利益合計 1,864

特別損失  

たな卸資産評価損 64,430

特別損失合計 64,430

税金等調整前四半期純利益 160,427

法人税、住民税及び事業税 59,478

法人税等調整額 △88

法人税等合計 59,389

少数株主利益 930

四半期純利益 100,107



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 160,427

減価償却費 190,377

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,167

為替差損益（△は益） 65,826

売上債権の増減額（△は増加） 298,943

たな卸資産の増減額（△は増加） 154,089

仕入債務の増減額（△は減少） △193,705

その他 △177,303

小計 475,488

利息及び配当金の受取額 11,303

利息の支払額 △2,727

法人税等の支払額 △154,960

営業活動によるキャッシュ・フロー 329,104

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 △878,244

有形固定資産の売却による収入 5,246

無形固定資産の取得による支出 △1,633

投資有価証券の取得による支出 △5,411

その他 △10,343

投資活動によるキャッシュ・フロー △890,386

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △33,500

自己株式の取得による支出 △71

配当金の支払額 △102,039

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,611

現金及び現金同等物に係る換算差額 △255,820

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △952,713

現金及び現金同等物の期首残高 3,301,926

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,349,212



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

 
電線・加工品
（千円）

電子・医療部
品他（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 3,756,933 790,598 4,547,531 － 4,547,531

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 3,756,933 790,598 4,547,531 － 4,547,531

営業利益 269,127 96,648 365,776 (192,878) 172,897

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

 
日本

（千円）
北米

（千円）
アジア
（千円）

計（千円）
消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,931,856 256,343 1,359,331 4,547,531 － 4,547,531

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
212,429 － 695,057 907,486 (907,486) －

計 3,144,286 256,343 2,054,388 5,455,017 (907,486) 4,547,531

営業利益 303,546 24,321 13,645 341,513 (168,616) 172,897

ｃ．海外売上高

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）

 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 256,343 1,373,229 1,629,572

Ⅱ　連結売上高（千円） － － 4,547,531

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
5.6 30.2 35.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（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 4,764,276

Ⅱ　売上原価 3,706,939

売上総利益 1,057,336

Ⅲ　販売費及び一般管理費 687,920

営業利益 369,416

Ⅳ　営業外収益 67,934

受取利息及び受取配当金 15,220

為替差益　 33,123

その他　 19,589

Ⅴ　営業外費用 11,167

支払利息　 6,255

その他　 4,912

経常利益 426,182

Ⅵ　特別利益 5,955

Ⅶ　特別損失 1,339

税金等調整前四半期純利益 430,799

税金費用 145,016

少数株主損失 5,486

四半期純利益 291,269



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・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  

税金等調整前四半期（当期）純利益　 430,799

減価償却費　 166,366

賞与引当金の増減額（減少：△）　 28,286

退職給付引当金の増減額（減少：△）
　

△3,665

為替差損益（差益：△）　 △697

売上債権の増減額（増加：△） 609,299

たな卸資産の増減額（増加：△）　 29,787

仕入債務の増減額（減少：△）　 △696,943

その他　 △198,461

小計 364,769

利息及び配当金の受取額　 15,220

利息の支払額　 △6,223

法人税等の支払額　 △80,543

営業活動によるキャッシュ・フロー 293,223

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　 △129,014

有形固定資産の売却による収入　 22,902

その他 12,146

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,965

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金純増減額（減少：△）　 △81,792

長期借入金の返済による支出　 △58,500

親会社による配当金の支払額　 △94,296

その他　 △95

財務活動によるキャッシュ・フロー △234,683

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 2,062

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）

△33,363

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,619,073

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,585,709



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

電線・加工品
（千円）

電子・医療部品他
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 3,894,001 870,275 4,764,276 － 4,764,276

営業費用 3,508,103 677,698 4,185,801 209,058 4,394,860

営業利益 385,897 192,577 578,475 (209,058) 369,416

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

日本
（千円）

北米
（千円）

アジア
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

 (1)外部顧客に対する

　　売上高
3,265,135 338,225 1,160,915 4,764,276 － 4,764,276

 (2)セグメント間の内

　　部売上高又は振替高

　

183,972 993 948,569 1,133,535 (1,133,535) －

　　　　計 3,449,107 339,219 2,109,484 5,897,812 (1,133,535) 4,764,276

営業費用 3,085,324 272,637 2,005,915 5,363,877 (969,016) 4,394,860

営業利益 363,782 66,582 103,569 533,935 (164,518) 369,416

ｃ．海外売上高

前年同四半期（平成20年３月期第１四半期）

 北米 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 338,225 1,178,230 1,516,456

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 4,764,276

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
7.1 24.7 31.8
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