
平成22年3月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成21年8月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ヒーハイスト精工株式会社 上場取引所 JQ 
コード番号 6433 URL http://www.hephaist.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 尾崎 浩太

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理部長 （氏名） 小川 好文 TEL 049-273-7000
四半期報告書提出予定日 平成21年8月10日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 147 △75.6 △79 ― △77 ― △46 ―

21年3月期第1四半期 602 ― 89 ― 88 ― 53 ―

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

22年3月期第1四半期 △7.48 ―

21年3月期第1四半期 8.59 ―

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

22年3月期第1四半期 4,065 2,869 70.6 459.43
21年3月期 4,224 2,921 69.2 467.82

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,869百万円 21年3月期  2,921百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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

351 △68.8 △148 ― △140 ― △146 ― △23.44

通期 948 △49.1 △168 ― △153 ― △154 ― △24.79
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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  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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 6,245,000株 21年3月期  6,245,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 6,245,000株 21年3月期第1四半期 6,245,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響による企業収益の悪化により、設備投

資、個人消費は低迷し、雇用情勢も急激に悪化するなど非常に厳しい状況が続きました。 

 このような経済環境の下で、当社は受注確保を第１の課題とし、既存顧客の案件獲得や新規顧客の開拓を強力に

推進するなど積極的な営業活動を展開いたしました。 

 しかしながら、電機・自動車関連をはじめとする幅広い業種での企業収益悪化に伴う設備投資抑制の影響等によ

り、当第１四半期累計期間の業績は、売上高につきましては147,034千円（前年同期比75.6％減）となりました。 

  また、利益面につきましては、役員報酬・管理職給与の削減や生産調整に伴う休業実施など引き続き徹底したコ

スト削減に取り組みましたが、減収の影響が大きく経常損失77,471千円（前年同期は経常利益88,123千円）とな

り、四半期純損失は46,702千円（前年同期は四半期純利益53,625千円）となりました。 

 品目別の売上状況は、主力製品でありますリニアベアリングにつきましては、各種産業用機械メーカー等の需要

は引き続き低迷しており、当第１四半期累計期間の売上高は65,590千円（前年同期比82.1％減）となりました。 

 エンジンパーツにつきましては、モータースポーツ界の環境悪化による減収の影響が大きく、売上高は26,278千

円（同86.5％減）となりました。 

 ポジショニングステージにつきましては、パラボナアンテナ用アクチュエータの受注により、売上高は55,166千

円（同30.4％増）となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期末における総資産は4,065,496千円となり、前事業年度末と比べ158,534千円減少いたしました。主

な要因は、たな卸資産18,573千円の増加に対し、売上債権179,958千円の減少等によるものであります。 

 負債は1,196,355千円となり、前事業年度末と比べ106,149千円減少いたしました。主な要因は、仕入債務48,259

千円及び長期借入金50,238千円の減少等によるものであります。 

 純資産は2,869,141千円となり、前事業年度末と比べ52,384千円減少いたしました。主な要因は、四半期純損失

を計上したことにより利益剰余金52,947千円の減少等によるものであります。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期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、前事業年度末に比べ

203,225千円減少し、709,281千円となりました。 

 当第１四半期累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） 

 営業活動の結果得られた資金は57,702千円（前年同期比39.1％減）となりました。 

 これは主に税引前四半期純損失75,183千円及び仕入債務の減少50,254千円等の資金の減少に対し、売上債権の減

少179,958千円等による資金の増加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） 

 投資活動の結果使用した資金は203,286千円（前年同期は3,072千円の使用）となりました。 

 これは主に定期預金の預入による支出200,000千円等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57,641千円（前年同期比2.6％増）となりました。 

 これは主に長期借入金の返済による支出53,043千円等によるものであります。  

  

 当社を取り巻く経営環境において、急速な市場の回復が望めないことから、今後も引き続き厳しい状況が続くも

のと予想しております。 

 当社は、成長分野及び得意分野に経営資源を集中し、営業活動を展開すると同時に徹底したコスト削減を継続

し、収益の改善を目指します。 

 なお、平成22年３月期の業績予想につきましては、現時点において平成21年５月13日公表の「平成21年３月期決

算短信（非連結）」の業績予想から変更はありません。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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① 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、実地棚卸を省略し前事業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出しております。  

② 標準原価を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦を年度

決算と比較して簡便的に実施する方法を採用しております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法において、固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した

予算を策定しているため、当該予算に基づく年間償却予算額を期間按分して算定する方法によっております。

④ 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、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場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法を採用しております。 

⑤ 税金費用については、当第１四半期会計期間を含む事業年度の税引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、税引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。  

  

該当事項はありません。  

  

  

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

（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
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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21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 965,507 968,733

受取手形及び売掛金 266,388 446,347

製品 25,998 7,677

原材料 129,311 137,369

仕掛品 240,202 231,892

その他 61,862 26,564

貸倒引当金 △518 △868

流動資産合計 1,688,753 1,817,716

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 925,575 940,089

土地 1,063,504 1,063,504

その他（純額） 253,823 268,411

有形固定資産合計 2,242,903 2,272,004

無形固定資産 3,129 3,438

投資その他の資産 130,709 130,870

固定資産合計 2,376,743 2,406,314

資産合計 4,065,496 4,224,030

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 105,485 153,744

1年内返済予定の長期借入金 200,952 203,757

未払法人税等 2,642 4,000

引当金 2,500 6,667

その他 49,006 50,200

流動負債合計 360,585 418,368

固定負債   

長期借入金 558,625 608,863

退職給付引当金 35,360 34,753

役員退職慰労引当金 240,896 238,760

その他 888 1,759

固定負債合計 835,769 884,136

負債合計 1,196,355 1,302,505
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 717,495 717,495

資本剰余金 664,455 664,455

利益剰余金 1,486,627 1,539,575

株主資本合計 2,868,577 2,921,525

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 563 －

評価・換算差額等合計 563 －

純資産合計 2,869,141 2,921,525

負債純資産合計 4,065,496 4,224,030
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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）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 602,369 147,034

売上原価 374,193 124,227

売上総利益 228,176 22,807

販売費及び一般管理費 138,975 102,260

営業利益又は営業損失（△） 89,201 △79,453

営業外収益   

受取利息 22 11

助成金収入 － 4,320

受取賃貸料 － 2,009

その他 99 929

営業外収益合計 121 7,270

営業外費用   

支払利息 764 3,280

債権売却損 364 －

貸倒引当金繰入額 － 2,009

その他 70 －

営業外費用合計 1,199 5,289

経常利益又は経常損失（△） 88,123 △77,471

特別利益   

貸倒引当金戻入額 568 2,288

特別利益合計 568 2,288

特別損失   

固定資産除却損 3,917 －

特別損失合計 3,917 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 84,773 △75,183

法人税等 31,147 △28,480

四半期純利益又は四半期純損失（△） 53,625 △46,702

ヒーハイスト精工㈱　（6433）　平成22年３月期　第１四半期決算短信　(非連結）

－7－



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

84,773 △75,183

減価償却費 33,780 30,165

貸倒引当金の増減額（△は減少） △568 △1,830

賞与引当金の増減額（△は減少） △19,840 △4,167

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,026 606

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,549 2,136

受取利息及び受取配当金 △22 △11

支払利息 764 3,280

固定資産除却損 3,917 －

売上債権の増減額（△は増加） △27,920 179,958

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,916 △18,573

その他の流動資産の増減額（△は増加） △1,176 △6,079

仕入債務の増減額（△は減少） △11,608 △50,254

その他の流動負債の増減額（△は減少） 59,529 566

その他 － 1,413

小計 136,022 62,026

利息及び配当金の受取額 22 11

利息の支払額 △764 △3,280

法人税等の支払額 △40,525 △1,055

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,754 57,702

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △200,000

有形固定資産の取得による支出 △2,349 △3,310

投資有価証券の取得による支出 △300 －

貸付金の回収による収入 90 90

その他 △513 △66

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,072 △203,286

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 △42,740 △53,043

配当金の支払額 △16,410 △4,598

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,150 △57,641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 32,531 △203,225

現金及び現金同等物の期首残高 149,678 912,507

現金及び現金同等物の四半期末残高 182,210 709,281
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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