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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 638 △60.8 △125 ― △111 ― △70 ―

21年3月期第3四半期 1,628 ― 186 ― 184 ― 96 ―

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3四半期 △11.29 ―

21年3月期第3四半期 15.45 ―

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3四半期 3,993 2,845 71.3 455.68
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3四半期  2,845百万円 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、４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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 6,245,000株 21年3月期第3四半期 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、在庫調整や海外経済の改善を背景とした輸出や生産の増加などか

ら徐々に回復傾向がみられるものの、企業収益は依然として低い水準にあり、また、厳しい雇用情勢が続く中、個

人消費も低迷したままであり、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

 このような厳しい経済環境のもとで、当社は積極的な営業活動を引き続き推進するとともに、さらなるコスト削

減活動の徹底、生産性の向上に努めてまいりました。 

 この結果、売上高は残念ながら現下の厳しい経済環境に打ち克てず、売上高は638,424千円（前年同期比60.8％

減）となりました。 

 また、損益面につきましても、大幅な売上減の影響は大きく、経常損失111,398千円（前年同期は経常利益

184,178千円）となり、四半期純損失は70,495千円（前年同期は四半期純利益96,467千円）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、第１四半期を底に受注はやや回復傾向にある

ものの前年の水準にははるかに及ばず397,988千円（前年同期比60.5％減）となりました。 

 エンジンパーツにつきましては、ホンダＦ１の撤退に伴う受注減が大きく影響してモータースポーツ用エンジン

部品の売り上げが激減し、91,842千円（同80.6％減）となりました。 

 ポジショニングステージは、電子部品業界の市況回復もあり、ほぼ横ばいの148,593千円（同0.4％増）となりま

した。 

  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末における総資産は3,993,718千円となり、前事業年度末と比べ230,312千円減少いたしました。主

な要因は、繰延税金資産及び仮払消費税等のその他流動資産66,848千円の増加に対し、現金及び預金215,342千円

及び減価償却による有形固定資産85,633千円の減少等によるものであります。 

 負債は1,147,982千円となり、前事業年度末と比べ154,522千円減少いたしました。主な要因は、長期借入金

150,714千円の減少等によるものであります。 

 純資産は2,845,735千円となり、前事業年度末と比べ75,790千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76,740千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３四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415,347千円減

少し、497,159千円となりました。 

 当第３四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） 

 営業活動の結果使用した資金は44,570千円(前年同期は238,558千円の獲得）となりました。 

 これは主に税引前四半期純損失112,809千円及びたな卸資産の増加26,577千円等の資金の減少に対し、減価償却

費91,034千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210,784千円（前年同期は45,582千円の使用）となりました。 

 これは主に定期預金の預入による支出200,005千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159,991千円（前年同期は114,646千円の使用）となりました。 

 これは主に長期借入金の返済による支出153,519千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、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３四半期会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し第２四半期会計期間に係る実

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 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３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純損失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、税引前四半期純損失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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 753,391 968,733

受取手形及び売掛金 423,926 446,347

製品 17,047 7,677

原材料 126,214 137,369

仕掛品 260,254 231,892

その他 93,413 26,564

貸倒引当金 △825 △868

流動資産合計 1,673,422 1,817,716

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 896,549 940,089

土地 1,063,504 1,063,504

その他（純額） 226,317 268,411

有形固定資産合計 2,186,370 2,272,004

無形固定資産 2,511 3,438

投資その他の資産 131,413 130,870

固定資産合計 2,320,295 2,406,314

資産合計 3,993,718 4,224,030

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 161,418 153,744

1年内返済予定の長期借入金 200,952 203,757

未払法人税等 － 4,000

賞与引当金 2,498 6,667

その他 39,703 50,200

流動負債合計 404,571 418,368

固定負債   

長期借入金 458,149 608,863

退職給付引当金 37,962 34,753

役員退職慰労引当金 245,473 238,760

その他 1,825 1,759

固定負債合計 743,410 884,136

負債合計 1,147,982 1,302,505

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

－5－



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,462,834 1,539,575

株主資本合計 2,844,784 2,921,525

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 950 －

評価・換算差額等合計 950 －

純資産合計 2,845,735 2,921,525

負債純資産合計 3,993,718 4,224,030
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,628,771 638,424

売上原価 1,030,661 454,688

売上総利益 598,110 183,736

販売費及び一般管理費 411,702 309,185

営業利益又は営業損失（△） 186,408 △125,449

営業外収益   

受取利息 251 118

助成金収入 － 21,925

受取賃貸料 － 5,737

その他 569 1,952

営業外収益合計 820 29,734

営業外費用   

支払利息 2,040 9,249

債権売却損 840 －

貸倒引当金繰入額 － 6,433

その他 169 －

営業外費用合計 3,050 15,683

経常利益又は経常損失（△） 184,178 △111,398

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 3,917 532

投資有価証券評価損 4,281 －

減損損失 － 3,459

特別退職金 19,655 －

損害賠償金 1,163 －

特別損失合計 29,018 3,992

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 155,159 △112,809

法人税等 58,692 △42,313

四半期純利益又は四半期純損失（△） 96,467 △70,495
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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
（△）

155,159 △112,809

減価償却費 106,109 91,034

減損損失 － 3,459

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,015 2,205

賞与引当金の増減額（△は減少） △22,275 △4,169

退職給付引当金の増減額（△は減少） △560 3,208

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,653 6,713

受取利息及び受取配当金 △251 △118

支払利息 2,040 9,249

有形固定資産売却損益（△は益） － △221

固定資産除却損 3,917 532

投資有価証券評価損益（△は益） 4,281 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,168 22,421

たな卸資産の増減額（△は増加） 36,679 △26,577

その他の流動資産の増減額（△は増加） △617 △9,990

仕入債務の増減額（△は減少） △12,315 9,038

その他の流動負債の増減額（△は減少） 38,992 △7,137

その他の固定負債の増減額（△は減少） － △1,404

その他 △4,394 △1,822

小計 314,266 △16,387

利息及び配当金の受取額 251 118

利息の支払額 △2,040 △9,249

法人税等の支払額 △73,918 △19,052

営業活動によるキャッシュ・フロー 238,558 △44,570

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 △10,000 △200,005

有形固定資産の取得による支出 △34,315 △11,279

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 △497 △17

貸付金の回収による収入 770 130

その他 △1,539 △192

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,582 △210,784

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 △89,420 △153,519

配当金の支払額 △25,226 △6,472

財務活動によるキャッシュ・フロー △114,646 △159,991

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,330 △415,347

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 228,008 497,159
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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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