
平成22年10月期 第2四半期決算短信 

平成22年6月7日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社ハイレックスコーポレーション 上場取引所 大 
コード番号 7279 URL http://www.hi-lex.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 寺浦 實
問合せ先責任者 （役職名） 経理グループマネージャー （氏名） 芦田 安功 TEL 0797-85-2500
四半期報告書提出予定日 平成22年6月14日 配当支払開始予定日 平成22年7月6日

1.  平成22年10月期第2四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年4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 ％

22年10月期第2四半期 62,273 36.4 5,944 ― 6,559 ― 4,198 ―
21年10月期第2四半期 45,666 ― △64 ― △804 ― △1,297 ―

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10月期第2四半期 110.54 110.51
21年10月期第2四半期 △34.17 ―

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10月期第2四半期 107,407 80,916 72.3 2,043.38
21年10月期 96,506 74,421 74.1 1,882.86

（参考） 自己資本   22年10月期第2四半期  77,603百万円 21年10月期  71,506百万円

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  有   

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10月期 ― 3.00 ― 7.00 10.00
22年10月期 ― 15.00
22年10月期 

（予想）
― 15.00 30.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 117,600 24.0 9,900 258.7 10,100 325.8 6,420 447.9 169.05
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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  

(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） 

(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 
本資料に掲載されている業績予想は、発表日現在で入手可能な情報に基づき作成したものでありますので、実際の業績は、今後様々な要因によって予想
数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想（平成22年10月期の連結業績予想）については、平成22年３月８日公表の数値から修正しておりま
す。業績予想に関する事項については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

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10月期第2四半期 38,216,759株 21年10月期  38,216,759株
② 期末自己株式数 22年10月期第2四半期  238,838株 21年10月期  239,307株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第2四半期 37,977,747株 21年10月期第2四半期 37,978,431株
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平成22年10月期の個別業績予想（平成21年11月１日～平成22年10月31日） 

（％表示は、通期は対前期） 

（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無： 有 

  

  近の業績の動向を踏まえ、平成22年３月８日に公表いたしました平成22年10月期（平成21年11月１日～平成22年

10月31日）の業績予想を修正しております。 

 当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「第２四半期累計期間業績予想と実績の差異および通期業績予想

の修正ならびに特別損失に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、依然として厳しい状態にありますが、各国の景気刺激策が効果

をあげ持ち直しをみせました。中国、インド等の景気回復は世界経済を牽引し、北米、欧州の景気は下げ止まり、

持ち直しに向かいました。しかしながら、欧州を中心とした金融市場混乱等による下振れリスクは大きく、先行き

は非常に不透明であります。日本経済は、アジア向けを中心に輸出が増加し生産は持ち直しつつありますが、雇用

状況、所得環境等は厳しく、海外景気の下振れリスクが懸念されております。 

 自動車業界におきましては、国内外の自動車購入に対する減税、補助金等の需要促進策により、日本国内の自動

車生産台数は前年同期比33.9％増の492万台となりました。海外におきましては、米国の自動車生産台数は前年同期

比24.7％増の369万台となり、中国、インド等の新興国の自動車生産は拡大いたしました。 

 当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高におきましては、日本、米国の自動車生産の回復と

中国、インド等の新興国の自動車生産拡大等により、売上高は622億７千３百万円（前年同期比36.4％増）となりま

した。損益面では、前連結会計年度の自動車大幅減産を機にグループをあげてコスト改善に取り組んだこと等によ

り、営業利益は59億４千４百万円（前年同期は６千４百万円の営業損失）となりました。経常利益は、持分法によ

る投資利益が２億９千万円発生したこと等により、65億５千９百万円（前年同期は８億４百万円の経常損失）とな

り、四半期純利益は41億９千８百万円（前年同期は12億９千７百万円の四半期純損失）となりました。 

  

  

 当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ109億１百万円増加し、1,074億７百万円となりました。主

として、現金及び預金の増加41億２千８百万円、受取手形及び売掛金の増加29億７千３百万円並びに投資有価証券

の増加20億２千８百万円等によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ44億７百万円増加し、264億９千１百万円となりました。主として、支払手形及

び買掛金の増加25億５千３百万円並びに未払法人税等の増加13億６千４百万円等によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比べ64億９千４百万円増加し、809億１千６百万円となりました。主として、利益

剰余金の増加36億２千１百万円、その他有価証券評価差額金の増加10億９千９百万円、並びに為替換算調整勘定の

増加13億７千５百万円等によるものであります。 

  

  

 近の業績の動向を踏まえ、平成22年３月８日に公表いたしました平成22年10月期（平成21年11月１日～平成22

年10月31日）の業績予想を修正しております。 

  当該予想数値の修正に関する事項は、本日公表の「第２四半期累計期間業績予想と実績の差異および通期業績予

想の修正ならびに特別損失に関するお知らせ」をご参照ください。 

【参考資料】

個別業績予想

  
  

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  57,800  20.9  3,460 217.6 4,820 164.8 3,180  －  83 70

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

１.簡便な会計処理 

①固定資産の減価償却費の算定方法  

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

  当社及び連結子会社は、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等

及び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は、前連結会計年度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によっております。   

２.四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

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）

（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

（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

（４）追加情報
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年４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21年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,244 16,116

受取手形及び売掛金 20,533 17,560

有価証券 2,679 3,005

商品及び製品 5,579 5,241

仕掛品 1,532 1,322

原材料及び貯蔵品 4,039 3,189

繰延税金資産 1,055 850

その他 1,412 1,466

貸倒引当金 △62 △305

流動資産合計 57,014 48,447

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,813 10,061

機械装置及び運搬具（純額） 9,165 9,549

土地 5,686 5,364

建設仮勘定 1,161 1,347

その他（純額） 840 919

有形固定資産合計 27,666 27,242

無形固定資産   

のれん 171 187

その他 1,254 1,318

無形固定資産合計 1,426 1,505

投資その他の資産   

投資有価証券 18,722 16,694

繰延税金資産 329 544

その他 2,687 2,072

貸倒引当金 △440 △0

投資その他の資産合計 21,300 19,310

固定資産合計 50,393 48,058

資産合計 107,407 96,506
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年４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21年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,659 12,106

短期借入金 97 331

未払法人税等 1,643 279

繰延税金負債 25 119

賞与引当金 1,066 1,041

役員賞与引当金 21 17

製品保証引当金 154 600

その他 3,013 2,794

流動負債合計 20,681 17,289

固定負債   

長期借入金 54 －

繰延税金負債 4,558 3,583

退職給付引当金 828 812

その他 369 399

固定負債合計 5,810 4,795

負債合計 26,491 22,084

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,657 5,657

資本剰余金 7,105 7,105

利益剰余金 68,383 64,761

自己株式 △330 △331

株主資本合計 80,814 77,192

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,664 4,564

為替換算調整勘定 △8,875 △10,250

評価・換算差額等合計 △3,211 △5,686

新株予約権 9 －

少数株主持分 3,303 2,915

純資産合計 80,916 74,421

負債純資産合計 107,407 96,506
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 45,666 62,273

売上原価 40,860 50,918

売上総利益 4,806 11,355

販売費及び一般管理費 4,871 5,410

営業利益又は営業損失（△） △64 5,944

営業外収益   

受取利息 121 62

受取配当金 152 74

持分法による投資利益 － 290

受取技術料 59 －

為替差益 － 52

その他 308 223

営業外収益合計 641 702

営業外費用   

支払利息 27 －

持分法による投資損失 190 －

為替差損 1,048 －

貸倒引当金繰入額 － 12

その他 115 75

営業外費用合計 1,382 88

経常利益又は経常損失（△） △804 6,559

特別利益   

固定資産売却益 36 17

投資有価証券売却益 3 －

製品保証引当金戻入額 27 188

貸倒引当金戻入額 － 253

その他 － 1

特別利益合計 67 461

特別損失   

前期損益修正損 10 －

固定資産売却損 2 －

固定資産除却損 27 68

投資有価証券評価損 1,314 453

特別退職金 140 －

その他 － 5

特別損失合計 1,495 528

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,232 6,492

法人税、住民税及び事業税 81 1,856

過年度法人税等 158 －

法人税等調整額 △1,307 95

法人税等合計 △1,068 1,951

少数株主利益 133 342

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,297 4,198
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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（1）個別経営成績（累計）                                             （％表示は対前年同四半期増減率） 

  

  

（2）個別財政状態 

  

（注）上記の平成22年10月期第２四半期の個別業績は、四半期財務諸表等規則に基づき作成しておりますが、

法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

「参考資料」

個別業績の概要

平成22年10月期第２四半期の個別業績（平成21年11月１日～平成22年４月30日）

  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10月期 

第２四半期 
30,985  44.0 2,252 －  3,042     －  2,069  －

21年10月期 

第２四半期 
21,518  － △188  －  162  －  △2,526 －

  
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10月期第２四半期      54  47    54 46

21年10月期第２四半期     △66  50 －  －

  
  

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10月期第２四半期     70,735  57,501     81.3  1,513 20

21年10月期     65,843  54,562      82.9  1,436 09

- 9 -

㈱ﾊｲﾚｯｸｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ(7279) 平成22年10月期 第2四半期決算短信



  

  

  

  

（要約）四半期個別財務諸表

（１）（要約）四半期貸借対照表

科目 
 当第２四半期会計期間末 
 （平成22年４月30日） 

前事業年度末 
（平成21年10月31日） 

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  9,908  8,349

受取手形及び売掛金  14,933  13,662

有価証券  1,136  1,332

商品及び製品  1,084  1,136

仕掛品  561  508

原材料及び貯蔵品  192  170

１年内回収予定の長期貸付金  1,357  1,393

繰延税金資産  522  450

その他  384  359

貸倒引当金  △447  △976

流動資産合計  29,634  26,387

固定資産     

有形固定資産  6,848  7,024

無形固定資産  555  624

投資その他の資産     

投資有価証券  15,060  13,417

関係会社株式  11,634  11,331

破産更生債権等  440   427

その他   8,180  8,159

貸倒引当金  △1,618  △1,529

投資その他の資産合計  33,697  31,807

固定資産合計  41,101  39,455

資産合計  70,735  65,843
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、 

   法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

科目 
当第２四半期会計期間末 
（平成22年４月30日） 

前事業年度末 
（平成21年10月31日） 

負債の部     

流動負債     

買掛金  6,867  6,618

未払法人税等  1,016  73

賞与引当金  813  757

役員賞与引当金  21  17

製品保証等引当金  131  176

その他  857  839

流動負債合計   9,706  8,482

固定負債     

繰延税金負債  2,970  2,178

退職給付引当金  218  272

その他  337  347

固定負債合計  3,527  2,799

 負債合計  13,234  11,281

純資産の部     

株主資本     

資本金  5,657  5,657

資本剰余金  7,105  7,105

利益剰余金  39,412  37,609

自己株式  △318  △319

株主資本合計  51,857  50,053

評価・換算差額等        

その他有価証券評価差額金  5,635  4,509

評価・換算差額等合計  5,635  4,509

新株予約権  9  －

純資産合計  57,501  54,562

負債純資産合計  70,735  65,843
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（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、 

   法定開示におけるレビュー対象ではありません。 

（２）（要約）四半期損益計算書

科目 
前第２四半期累計期間 
（自 平成20年11月１日 

  至 平成21年４月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年11月１日 

  至 平成22年４月30日） 

Ⅰ 売上高  21,518  30,985

Ⅱ 売上原価  19,461  26,234

売上総利益  2,056  4,751

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,244  2,498

営業利益又は営業損失（△）  △188  2,252

Ⅳ 営業外収益  494  802

受取利息  70  53

受取配当金  187  404

受取技術指導料   160  158

為替差益  －  158

その他   75  27

Ⅴ 営業外費用  143  12

支払利息  3  －

貸倒引当金繰入額   86  12

為替差損  48  －

その他   4  0

経常利益  162  3,042

Ⅳ 特別利益  40  483

前期損益修正益  －       1

固定資産売却益  0  0

投資有価証券売却益  9  －

貸倒引当金戻入額   2  452

製品保証引当金戻入額   27  28

Ⅴ 特別損失  3,607  465

前期損益修正損  10  5

固定資産売却除却損  9  5

投資有価証券評価損  3,586  453

税引前四半期純利益又は 
税引前四半期純損失（△） 

 △3,404  3,060

法人税、住民税及び事業税  11  1,040

過年度法人税等   248  －

法人税等調整額  △1,137  △49

法人税等合計  △877  991

四半期純利益又は四半期純損失
（△） 

 △2,526  2,069
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