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

 

(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3月期第1四半期 1,311 ― △30 ― △30 ― △19 ―

20年3月期第1四半期 1,322 ― 67 ― 67 ― 38 ―

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 △493.31 ―

20年3月期第1四半期 2,934.79 2,921.70

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 2,612 1,283 49.1 32,280.71
20年3月期 2,729 1,391 51.0 105,022.06

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,283百万円 20年3月期  1,391百万円

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 ― ― ― 6,700.00 6,700.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2,400.00 2,400.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期累計期間 2,863 7.4 150 △15.4 150 △15.9 86 △17.2 2,164.56
通期 5,985 10.1 490 9.6 490 9.8 279 7.5 7,025.94

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、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。  

(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、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) 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3月期第1四半期  39,753株 20年3月期  13,251株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  39,753株 20年3月期第1四半期  13,176株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績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くため、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。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国経済は、資源価格の高騰の影響で企業収益の圧迫や個人消費の下落により緩やかな回

復基調から足踏み状態へと景気の下振れリスクが高まる傾向にありました。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関連の業績は減少傾向にあるものの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ニーズは堅調にありました。一方、電子デバイス関連、特に半導体デバイス関連からのニーズは

低調な状況でありました。

　このような状況のなか、新卒技術者及び経験者を自動車関連・情報通信機器関連の主力顧客へ営業展開を実施いた

しました。また、新卒技術者104名につきましては第２四半期中に戦力化すべく営業推進しており、第１四半期末現在

で戦力化が約5割弱の状況となりました。その結果、当第１四半期における技術者の稼働率は84.8％（稼働率(％)＝稼

動技術者数/技術社員総数＊100であり、期間の月末人数を累計した数値により算出しております。）となりました。

また、技術料金の改定につきましては当第１四半期末時点でほぼ８割妥結し、一人平均約2.3％のアップとなりまし

た。

  これらの結果、当第１四半期の売上高は1,311,138千円（前年同四半期比0.9％減）、売上原価は1,143,502千円（同

7.5％増）、販売費及び一般管理費は198,015千円（同3.6％増）、営業損失は30,380千円（前年同四半期営業利益67,521

千円）、経常損失は30,034千円（前年同四半期経常利益67,839千円）、税引前第１四半期純損失は30,034千円（前年

同四半期純利益67,839千円）、第１四半期純損失は19,610千円（前年同四半期純利益38,668千円）となりました。売

上原価は、主に新卒技術社員数の増加に伴う労務費及び教育経費の増加によるものと新卒技術者の配属遅れを主要因

とする稼働率の低下により売上に対する構成比率が87.2％（前年同四半期に比べ6.8ポイント増）となりました。また、

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要員の増員に伴う経費、本社管理体制の強化に伴う経費

の増加などにより売上に対する構成比率が15.1％（前年同四半期比0.7ポイント増）となりました。

  当社は、毎年４月に新卒社員が多く入社しており、新卒社員は技術研修をベースとした教育を概ね２ヶ月程度受け

業務に従事しております。このため第１四半期は、技術者の稼働率は低下する傾向にあり、労務費および教育研修費

にかかる経費が増加します。その結果、相対的に他の四半期に比べて売上及び利益が低水準となる傾向があります。 

 

２．財政状態に関する定性的情報

　当四半期における総資産は2,612百万円となり、前事業年度末に比べ116百万円の減少となりました。その主な要因

は、賞与及び法人税等の支払による現金及び預金の減少によるものであります。また、純資産は1,283百万円となり、

前事業年度末に比べ108百万円の減少となりました。その主な要因は、配当金の支払及び当第1四半期会計期間におけ

る四半期純損失の計上による繰越利益剰余金の減少によるものであります。なお、自己資本比率は、49.1％と当四半

期において前事業年度末に比べ1.9％減少しております。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四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、賞与及び法人税等の支払

が影響し、前事業年度末に比べ162百万円減少し604百万円となりました。

当第１四半期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・フローは、246百万円の支出となりました。これは主に、賞与引当金が減少したこと及

び法人税等を支払ったこと等によります。なお、季節的要因もあり、当第１四半期会計期間は30百万円の税引前四半

期純損失を計上しております。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、13百万円の支出となりました。資金使途の主な内訳は、有形固定資産の取

得です。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、98百万円の収入となりました。これは配当金の支払という減少要因があっ

たものの、短期借入金の増加額がこれを上回ったことによります。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　第２四半期累計期間および通期の業績予想につきましては、当第１四半期における利益は弱含みであるものの売上

は概ね計画通り推移しており、現時点において平成20年5月13日に発表しました業績予想に変更はありません。今後、

業績予想に関して修正の必要が生じた場合には速やかに開示する予定であります。
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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

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理　

　税金費用について、当第１四半期会計期間は税引前四半期純損失を計上したため、これに一時差異等に該当し

ない重要な差異である交際費損金不参入を考慮して、法定実効税率により計算しております。

　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。

（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

　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。
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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１四半期会計期間末 
(平成20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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 664,196 826,626

受取手形及び売掛金 717,621 703,968

仕掛品 8,931 2,681

貯蔵品 765 397

前払費用 40,431 34,918

繰延税金資産 181,812 171,388

その他 8,495 7,112

流動資産合計 1,622,254 1,747,095

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 246,610 240,861

構築物（純額） 4,094 3,961

車両運搬具（純額） 4,458 4,977

工具、器具及び備品（純額） 10,245 10,617

土地 562,175 562,175

有形固定資産合計 827,585 822,593

無形固定資産   

ソフトウエア 7,586 7,760

施設利用権 1,949 1,957

無形固定資産合計 9,535 9,718

投資その他の資産   

投資有価証券 7,000 7,000

長期前払費用 4,527 3,349

繰延税金資産 67,149 67,149

会員権 2,130 2,130

差入保証金 74,366 72,242

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 153,373 150,071

固定資産合計 990,494 982,383

資産合計 2,612,748 2,729,478
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 6 295

短期借入金 378,330 227,720

未払金 12,823 10,144

未払費用 387,742 357,234

未払法人税等 2,494 128,447

未払消費税等 57,629 65,923

預り金 94,114 22,486

賞与引当金 193,345 356,312

その他 26,548 1,062

流動負債合計 1,153,034 1,169,627

固定負債   

退職給付引当金 121,152 115,768

役員退職慰労引当金 55,305 52,434

固定負債合計 176,458 168,203

負債合計 1,329,493 1,337,830

純資産の部   

株主資本   

資本金 377,525 377,525

資本剰余金 337,525 337,525

利益剰余金 568,205 676,597

株主資本合計 1,283,255 1,391,647

純資産合計 1,283,255 1,391,647

負債純資産合計 2,612,748 2,729,478
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 1,311,138

売上原価 1,143,502

売上総利益 167,635

販売費及び一般管理費  

役員報酬 21,249

給料及び賞与 69,619

賞与引当金繰入額 10,066

退職給付引当金繰入額 405

役員退職慰労引当金繰入額 2,870

法定福利費 12,434

採用費 13,918

旅費及び交通費 5,290

支払手数料 16,948

地代家賃 19,127

減価償却費 1,648

その他 24,435

販売費及び一般管理費合計 198,015

営業損失（△） △30,380

営業外収益  

受取利息 387

受取配当金 50

受取手数料 374

その他 347

営業外収益合計 1,159

営業外費用  

支払利息 813

その他 0

営業外費用合計 813

経常損失（△） △30,034

税引前四半期純損失（△） △30,034

法人税等 △10,423

四半期純損失（△） △19,610
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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１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純損失（△） △30,034

減価償却費 6,175

長期前払費用償却額 721

賞与引当金の増減額（△は減少） △162,967

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,384

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,870

受取利息及び受取配当金 △437

支払利息 813

売上債権の増減額（△は増加） △13,653

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,617

前払費用の増減額（△は増加） △5,354

差入保証金の増減額（△は増加） △2,124

その他の資産の増減額（△は増加） △3,015

仕入債務の増減額（△は減少） △289

未払費用の増減額（△は減少） 30,507

預り金の増減額（△は減少） 60,705

その他の負債の増減額（△は減少） △5,050

小計 △122,362

利息及び配当金の受取額 169

利息の支払額 △971

法人税等の支払額 △123,748

営業活動によるキャッシュ・フロー △246,912

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 △13,393

無形固定資産の取得による支出 △360

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,753

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） 150,610

配当金の支払額 △52,373

財務活動によるキャッシュ・フロー 98,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △162,430

現金及び現金同等物の期首残高 766,626

現金及び現金同等物の四半期末残高 604,196
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（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）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 1,322,760

Ⅱ　売上原価 1,064,107

売上総利益 258,652

Ⅲ　販売費及び一般管理費 191,131

営業利益 67,521

Ⅳ　営業外収益 942

Ⅴ　営業外費用 623

経常利益 67,839

Ⅵ　特別利益 ―

Ⅶ　特別損失 ―

税引前四半期純利益 67,839

税金費用 29,171

四半期純利益 38,668
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（２）（要約）四半期キャッシュ・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  

　税祈祷調整前四半期（当期）純利益 67,839

　減価償却費 4,282

　長期前払費用償却額 302

　賞与引当金の減少額 △144,649

　退職給付引当金の増加額 5,717

　役員退職慰労引当金の増加額 2,753

　受取利息及び受取配当金 △169

　支払利息 622

　売上債権の増加額 △50,088

　たな卸資産の増加額 △1,837

　前払費用の増加額 △1,714

　差入保証金の増加額 △2,835

　その他資産の減少額 954

　仕入債務の増加額 891

　預り金の増加額 73,476

　未払費用の増加額 21,146

　その他負債の増加額 15,193

　　小計 △8,115

　利息及び配当金の受取額 169

　利息の支払額 △886

　法人税等の支払額 △110,787

営業活動によるキャッシュ・フロー △119,619

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 △231,903

投資活動によるキャッシュ・フロー △231,903

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 229,800

　配当金の支払額 △61,257

財務活動によるキャッシュ・フロー 168,542

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減少額 △182,980

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 858,086

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 675,106
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㈱ヒップ（2136）　平成21年３月期第１四半期決算短信(非連結）
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