
  

１．平成22年12月期第２四半期の業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

（注）平成22年12月期第２四半期及び平成21年12月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきまして
は、潜在株式は存在するものの、希薄化効果を有しないため記載しておりません。 

  
（２）財政状態 

  
２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 
平成22年７月１日付にて普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割いたしました。平成22年12月期（予想）の期末配当及び年間配当は、

当該株式分割を考慮しており、分割実施前におきましては、期末配当は１株当たり3,450円、年間配当は１株当たり6,900円の配当に相当いたし

ます。なお、平成21年12月期の配当及び平成22年12月期の中間配当は、当該株式分割を考慮しておりません。  
  

３．平成22年12月期の業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
平成22年７月１日付にて普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割いたしました。平成22年12月期の業績予想における１株当たり当期純

利益は、当該株式分割を考慮しております。  
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（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12月期第２四半期  7,207  25.7  224  1,109.9  223  1,454.3  131 － 

21年12月期第２四半期  5,734 －  18 －  14 －  △16 － 

  
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12月期第２四半期  20,097  09 －      

21年12月期第２四半期  △2,540  04 －      

  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12月期第２四半期  3,834  1,422  37.1  217,468  65

21年12月期  3,925  1,337  34.1  204,541  11

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 1,422百万円 21年12月期 1,337百万円

  
年間配当金

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12月期 －        0 00 －      6,900 00  6,900  00

22年12月期 －        3,450 00

22年12月期（予想） －      11 50  3,461  50

  （％表示は、対前期増減率）

  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  13,600  20.1  303  259.5  300  291.0  173 9,447.6  88  18
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４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．５「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：無 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に

係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

   （注）平成22年７月１日付にて普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割を行っており、７月末日現在の
発行済株式総数は、2,011,500株となっております。 

  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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。業績予想の前

提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、［添付資料］Ｐ．５「当四半期の業績等に関

する定性的情報」（３）業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

２．平成22年７月１日付にて普通株式１株につき300株の割合をもって株式分割しております。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 6,705株 21年12月期 6,705株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 165株 21年12月期 165株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 6,540株 21年12月期２Ｑ 6,635株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、雇用情勢は依然と厳しく、デフレの影響など景気を下押しする

リスクが存在するものの、海外経済の改善や経済対策の効果などを背景に国内景気の持ち直し傾向が続きまし

た。 

 当社が属するコンピュータ販売業界におきましては、企業収益の改善により設備投資は下げ止まりました。そ

れに伴い法人市場のパソコン需要も回復傾向となりました。 

 このような状況の下、在庫戦略の強化を図り、価格競争力のある商品を短納期で提供することで、売上の拡大

に努めてまいりました。 

  以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は 千円（前年同四半期比28.9％増）、経常利益は

千円（前年同四半期△54,315千円）、四半期純利益は 千円（前年同四半期△57,130千円）となりま

した。 

①コンピュータ事業  

 法人市場の需要回復を機に、市場ニーズに合わせた販売戦略を図れたことにより、売上高は 千円

（前年同四半期比28.4％増）となりました。  

②アスクル＆サプライ事業  

 特にアスクル事業の取引拡大が順調に図れたことにより、売上高は 千円（前年同四半期比6.1％増）

となりました。 

③サービス＆サポート事業  

 企業収益の回復とともに先延ばしされていた設備投資等の需要も回復の兆しが見え始めたことにより、売上

高は 千円（前年同四半期比108.6％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

 当第２四半期会計期間末の流動資産の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、

千円減少いたしました。受取手形が増加したものの、商品が減少したことが主な要因であります。 

（固定資産） 

 当第２四半期会計期間末の固定資産の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、 千

円減少いたしました。差入保証金が減少したことが主な要因であります。 

（流動負債） 

 当第２四半期会計期間末の流動負債の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、

千円減少いたしました。買掛金及び未払法人税等が増加したものの、短期借入金が減少したことが主な要

因であります。 

（固定負債） 

 当第２四半期会計期間末の固定負債の残高は、 千円（前事業年度末は 千円）となり、

千円減少いたしました。長期借入金の減少によるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ 千円増加し 千円となりまし

た。四半期純利益を 千円計上したものの、配当の支払による利益剰余金が 千円減少したことによ

るものです。自己資本比率は34.1%から37.1%に増加しました。 

 なお、１株当たりの純資産額は前事業年度末に比べ 円54銭増加し 円65銭となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四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、第１四半期会計期間末と比

較して 千円減少し、 千円となりました。 

 当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況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）  

  営業活動により得られた資金は 千円（前年同四半期比 千円の収入増）となりました。これは主

に税引前四半期純利益が増加したことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

  投資活動により使用した資金は 千円（前年同四半期比 千円の支出減）となりました。これは主に

定期預金等の預入による支出が減少したことによるものです。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

3,282,159

69,496 43,499

2,605,143

416,268

260,747

3,637,765 3,665,558

27,793

196,754 260,047 63,292

2,307,106 2,340,394

33,288

105,169 247,513 142,344

84,546 1,422,245

131,434 45,126

12,927 217,468

211,112 1,157,632

57,949 221,143

76,499 10,991
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

  財務活動により使用した資金は 千円（前年同四半期比 千円の支出増）となりました。これは主

に短期借入金が減少したことによるものです。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成22年７月26日に「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました業績予想から、現在のところ

変更はありません。  

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

  

192,562 91,563

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,371,431 1,389,573

受取手形及び売掛金 1,996,056 1,753,328

商品 226,348 426,459

その他 55,377 106,347

貸倒引当金 △11,447 △10,150

流動資産合計 3,637,765 3,665,558

固定資産   

有形固定資産 ※1  30,625 ※1  33,199

無形固定資産 14,926 11,696

投資その他の資産   

投資有価証券 38,251 40,093

その他 190,479 253,133

貸倒引当金 △77,528 △78,075

投資その他の資産合計 151,201 215,152

固定資産合計 196,754 260,047

資産合計 3,834,520 3,925,606

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,625,100 1,528,550

短期借入金 100,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 327,468 370,248

未払法人税等 96,232 21,275

賞与引当金 41,524 19,330

その他 116,781 100,990

流動負債合計 2,307,106 2,340,394

固定負債   

長期借入金 105,169 247,513

固定負債合計 105,169 247,513

負債合計 2,412,275 2,587,907
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22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12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 250,865 250,865

資本剰余金 201,000 201,000

利益剰余金 987,741 901,432

自己株式 △14,979 △14,979

株主資本合計 1,424,626 1,338,317

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,381 △619

評価・換算差額等合計 △2,381 △619

純資産合計 1,422,245 1,337,698

負債純資産合計 3,834,520 3,925,606
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 5,734,626 7,207,715

売上原価 4,947,551 6,223,270

売上総利益 787,074 984,444

販売費及び一般管理費 ※1  768,492 ※1  759,627

営業利益 18,581 224,816

営業外収益   

受取利息 1,248 510

受取配当金 753 656

広告料収入 － 600

その他 393 832

営業外収益合計 2,395 2,599

営業外費用   

支払利息 6,373 3,994

その他 229 8

営業外費用合計 6,603 4,003

経常利益 14,373 223,413

特別損失   

本社移転費用引当金繰入額 41,406 －

特別損失合計 41,406 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △27,033 223,413

法人税、住民税及び事業税 25,045 93,162

法人税等調整額 △35,225 △1,184

法人税等合計 △10,180 91,978

四半期純利益又は四半期純損失（△） △16,853 131,434
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,546,685 3,282,159

売上原価 2,177,427 2,823,457

売上総利益 369,258 458,701

販売費及び一般管理費 ※1  421,415 ※1  388,188

営業利益又は営業損失（△） △52,156 70,513

営業外収益   

受取利息 139 40

受取配当金 733 646

その他 63 107

営業外収益合計 937 793

営業外費用   

支払利息 3,046 1,803

その他 50 7

営業外費用合計 3,096 1,811

経常利益又は経常損失（△） △54,315 69,496

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 4,119

特別利益合計 － 4,119

特別損失   

本社移転費用引当金繰入額 41,406 －

特別損失合計 41,406 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △95,722 73,616

法人税、住民税及び事業税 396 42,952

法人税等調整額 △38,989 △12,834

法人税等合計 △38,592 30,117

四半期純利益又は四半期純損失（△） △57,130 43,499

-9-

株式会社ハイパー（3054） 平成22年12月期 第２四半期決算短信（非連結）



（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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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
（△）

△27,033 223,413

減価償却費 2,761 5,024

貸倒引当金の増減額（△は減少） 65,003 1,230

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,661 22,194

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） 41,406 －

受取利息及び受取配当金 △2,002 △1,167

支払利息 6,373 3,994

売上債権の増減額（△は増加） 1,111 △242,661

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,776 200,224

仕入債務の増減額（△は減少） △74,980 96,550

その他 1,229 32,077

小計 △566 340,881

利息及び配当金の受取額 1,919 1,087

利息の支払額 △6,446 △3,880

法人税等の支払額 △58,815 △19,058

営業活動によるキャッシュ・フロー △63,909 319,029

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 △158,000 △158,000

定期預金の払戻による収入 129,000 177,000

敷金及び保証金の回収による収入 － 95,385

その他 △2,873 △2,314

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,873 112,071

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） △250,000 △200,000

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △186,647 △185,124

自己株式の取得による支出 △14,979 －

配当金の支払額 △46,257 △45,119

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,115 △430,243

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △93,667 858

現金及び現金同等物の期首残高 1,391,178 1,156,774

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,297,510 ※1  1,157,632
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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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