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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 315 △72.1 △110 ― △96 ― △60 ―

21年3月期第2四半期 1,128 ― 120 ― 119 ― 71 ―

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2四半期 △9.76 ―

21年3月期第2四半期 11.46 ―

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2四半期 3,998 2,855 71.4 457.31
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2四半期  2,855百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 6,245,000株 21年3月期第2四半期 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２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策や新興国経済の持ち直し等により、企業収益に

底入れの兆しが見られるものの、設備投資の減少や雇用情勢の悪化による個人消費の低迷など景気は厳しい状況で

推移いたしました。 

 このような経済環境の下で、当社は営業体制を強化、円筒直動軸受関連製品の売上拡大に向け既存顧客の深耕、

新規顧客の開拓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、自動車・電機をはじめとする幅広い業界での設備投資抑制長期化の影響を受け、売上高は

315,113千円（前年同期比72.1％減）となりました。 

 また、損益面につきましても徹底した原価低減及び固定費削減を推し進めましたが、大幅な減収の影響は大き

く、経常損失96,331千円（前年同期は経常利益119,283千円）となり、四半期純損失は60,980千円（前年同期は四

半期純利益71,549千円）となりました。 

 品目別の売上高は、主力製品のリニアベアリングにつきましては、産業用機械メーカーの需要回復が遅れてお

り、181,744千円（前年同期比74.9％減）となりました。 

 エンジンパーツにつきましては、モータースポーツ用エンジン部品の受注が低迷し、53,125千円（同82.6％減）

となり、ポジショニングステージは、電子部品業界の市況低迷の影響等により、80,242千円（同20.0％減）となり

ました。 

  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末における総資産は3,998,130千円となり、前事業年度末と比べ225,900千円減少いたしました。主

な要因は、たな卸資産73,913千円の増加に対し、現金及び預金79,692千円及び売上債権216,679千円の減少等によ

るものであります。 

 負債は1,142,243千円となり、前事業年度末と比べ160,262千円減少いたしました。主な要因は、仕入債務52,663

千円及び長期借入金100,476千円の減少等によるものであります。 

 純資産は2,855,887千円となり、前事業年度末と比べ65,638千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67,225千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２四半期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279,692千円減

少し、632,815千円となりました。 

 当第２四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39,426千円(前年同期は85,596千円の獲得）となりました。 

 これは主に税引前四半期純損失97,210千円及びたな卸資産の増加73,913千円等の資金の減少に対し、売上債権の

減少216,679千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209,380千円（前年同期は16,825千円の使用）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109,737千円（前年同期は91,227千円の使用）となりました。 

 これは主に長期借入金の返済による支出103,281千円等によるものであります。  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年10月28日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて

第２四半期累計期間の業績予想の修正を行いましたが、通期での業績予想につきましては、厳しい経営環境を勘案

し、今後の計画の進捗状況等を見て判断していくため、平成21年５月13日公表の業績予想を据え置いております。

  

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 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。 

② 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。

③ 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。 

④ 税金費用については、当第２四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２四半期会計期間末 
(平成21年９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 889,041 968,733

受取手形及び売掛金 229,667 446,347

製品 31,045 7,677

原材料 126,941 137,369

仕掛品 292,865 231,892

その他 79,084 26,564

貸倒引当金 △447 △868

流動資産合計 1,648,199 1,817,716

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 911,062 940,089

土地 1,063,504 1,063,504

その他（純額） 240,642 268,411

有形固定資産合計 2,215,209 2,272,004

無形固定資産 2,820 3,438

投資その他の資産 131,901 130,870

固定資産合計 2,349,930 2,406,314

資産合計 3,998,130 4,224,030

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 101,081 153,744

1年内返済予定の長期借入金 200,952 203,757

未払法人税等 4,868 4,000

賞与引当金 10,000 6,667

その他 33,986 50,200

流動負債合計 350,889 418,368

固定負債   

長期借入金 508,387 608,863

退職給付引当金 37,491 34,753

役員退職慰労引当金 243,006 238,760

その他 2,469 1,759

固定負債合計 791,353 884,136

負債合計 1,142,243 1,302,505
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 1,472,350 1,539,575

株主資本合計 2,854,300 2,921,525

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,586 －

評価・換算差額等合計 1,586 －

純資産合計 2,855,887 2,921,525

負債純資産合計 3,998,130 4,224,030
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,128,521 315,113

売上原価 723,580 221,849

売上総利益 404,941 93,263

販売費及び一般管理費 284,209 203,828

営業利益又は営業損失（△） 120,731 △110,564

営業外収益   

受取利息 230 66

助成金収入 － 19,950

その他 467 5,220

営業外収益合計 697 25,237

営業外費用   

支払利息 1,436 6,406

債権売却損 594 －

貸倒引当金繰入額 － 4,598

その他 114 －

営業外費用合計 2,145 11,004

経常利益又は経常損失（△） 119,283 △96,331

特別利益   

固定資産売却益 － 221

貸倒引当金戻入額 － 2,359

特別利益合計 － 2,581

特別損失   

固定資産除却損 3,917 －

減損損失 － 3,459

損害賠償金 1,163 －

特別損失合計 5,081 3,459

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 114,201 △97,210

法人税等 42,652 △36,229

四半期純利益又は四半期純損失（△） 71,549 △60,980
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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
（△）

114,201 △97,210

減価償却費 69,091 60,447

減損損失 － 3,459

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,012 △7

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,639 3,333

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,972 2,737

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,662 4,246

受取利息及び受取配当金 △230 △66

支払利息 1,436 6,406

有形固定資産売却損益（△は益） － △221

固定資産除却損 3,917 －

売上債権の増減額（△は増加） △66,285 216,679

たな卸資産の増減額（△は増加） 27,987 △73,913

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,287 △14,737

仕入債務の増減額（△は減少） △33,612 △50,668

その他の流動負債の増減額（△は減少） 7,222 △12,987

その他の固定負債の増減額（△は減少） － △1,404

その他 △4,394 104

小計 127,332 46,195

利息及び配当金の受取額 230 66

利息の支払額 △1,436 △6,406

法人税等の支払額 △40,530 △430

営業活動によるキャッシュ・フロー 85,596 39,426

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 △15,732 △9,936

有形固定資産の売却による収入 － 580

投資有価証券の取得による支出 △496 △17

貸付金の回収による収入 430 130

その他 △1,026 △136

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,825 △209,380

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 △66,080 △103,281

配当金の支払額 △25,147 △6,456

財務活動によるキャッシュ・フロー △91,227 △109,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,457 △279,692

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 127,220 632,815
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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

ヒーハイスト精工㈱　（6433）　平成22年３月期　第２四半期決算短信　（非連結）

-9-


	全文用（ﾍﾟｰｼﾞ・企業情報なし）　サマリー情報.pdf
	全文用（ﾍﾟｰｼﾞ・企業情報なし）　定性的情報
	全文用（ﾍﾟｰｼﾞ・企業情報なし）　財務諸表
	全文用（ﾍﾟｰｼﾞ・企業情報なし）　注記情報



