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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 468 16.8 44 138.6 46 152.2 40 285.0
23年3月期第1四半期 401 172.8 18 ― 18 ― 10 ―

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

24年3月期第1四半期 6.45 ―

23年3月期第1四半期 1.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 4,137 2,937 71.0
23年3月期 4,035 2,897 71.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,937百万円 23年3月期  2,897百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

平成24年３月期の配当予想につきましては、未定としております。 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 831 3.6 65 41.2 68 48.2 157 465.2 25.20
通期 1,777 11.0 149 110.4 150 107.1 204 429.0 32.70

hst062
HEPHAISTロゴ青Ｒなし



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
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行税率を乗じて計算しております。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 6,245,000 株 23年3月期 6,245,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,650 株 23年3月期 680 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,244,138 株 23年3月期1Q 6,245,000 株

※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きを実施しています。 

※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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料Ｐ．２「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により東北地方を中心

に甚大な被害を受け、自動車大手をはじめメーカー部門の減産による深刻な影響が出ましたが、当社の主要市場で

ある産業用機械、電子部品業界及び自動車関連業界を含めて、国内経済は総じて回復傾向にあるものの、先行きは

未だ不透明の状況にあり、引き続き厳しい状況で推移してゆくものと思われます。 

 このような経済環境の下で、当社は、受注確保を第一の課題と認識し、顧客ニーズの満足度向上のため、営業・

技術・製造の三位一体体制の更なる強化による顧客対応力の向上、ＱＣＤの追及による製品力の向上、生産性の向

上による生産能力増強に取り組み、業績の回復に努めてまいります。 

 これらの結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高につきましては468,492千円（前年同四半期比16.8％

増）となりました。 

 また、利益面につきましては、売上高の回復と生産性向上活動の効果により、経常利益46,555千円（前年同四半

期比152.2％増）となり、四半期純利益は40,298千円（前年同四半期比285.0％増）となりました。 

 主力製品であります直動機器につきましては、産業用機械業界等の受注増加傾向により、当第１四半期累計期間

の売上高は391,159千円（前年同四半期比19.4％増）となりました。 

 精密部品加工につきましては、試作部品及び一般受託加工部品の受注減少により、売上高は25,634千円（同

47.6％減）となりました。 

 ユニット製品につきましては、電子部品業界、装置関連向けに受注が増加し、売上高は51,697千円（同109.7％

増）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（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4,137,517千円となり、前事業年度末と比べ101,716千円増加しました。 

 主な要因は、たな卸資産69,864千円及び売上債権48,893千円の増加に対し、現金及び預金20,479千円の減少によ

るものであります。 

 負債は、1,200,297千円となり、前事業年度末と比べ62,022千円増加いたしました。主な要因は、仕入債務

41,587千円及び未払金247,414千円の増加に対し、長期借入金36,069千円及び役員退職慰労引当金206,252千円の減

少によるものであります。 

  純資産は2,937,219千円となり、前事業年度末と比べ39,694千円増加いたしました。主な要因は、利益剰余金

40,298千円の増加によるものであります。 

 なお、当第１四半期会計期間末における自己資本比率は71.0％となり、前事業年度末に比べ0.8ポイント減少し

ております。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月11日に公表した業績予想を修正しております。詳細に

つきましては、本日公表しております「業績予想の修正及び特別利益の計上に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算  

 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。  

  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 684,283 663,803

受取手形及び売掛金 657,696 706,589

製品 23,975 34,645

仕掛品 248,719 281,627

原材料 168,881 195,168

その他 43,111 32,474

貸倒引当金 △1,279 －

流動資産合計 1,825,388 1,914,308

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 828,690 816,463

土地 1,063,504 1,063,504

その他（純額） 177,691 189,030

有形固定資産合計 2,069,886 2,068,998

無形固定資産 1,683 4,312

投資その他の資産 138,842 149,897

固定資産合計 2,210,411 2,223,208

資産合計 4,035,800 4,137,517

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 333,693 375,280

1年内返済予定の長期借入金 142,886 144,276

未払金 29,335 276,750

未払法人税等 6,500 33,036

賞与引当金 14,000 5,000

その他 34,665 29,429

流動負債合計 561,080 863,772

固定負債   

長期借入金 279,172 243,103

退職給付引当金 43,709 45,745

役員退職慰労引当金 253,928 47,676

その他 384 －

固定負債合計 577,194 336,524

負債合計 1,138,275 1,200,297
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30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 1,516,056 1,556,354

自己株式 △64 △172

株主資本合計 2,897,941 2,938,132

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △416 △913

評価・換算差額等合計 △416 △913

純資産合計 2,897,525 2,937,219

負債純資産合計 4,035,800 4,137,517
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 401,155 468,492

売上原価 271,217 322,513

売上総利益 129,938 145,978

販売費及び一般管理費 111,405 101,757

営業利益 18,533 44,221

営業外収益   

受取利息及び配当金 505 162

受取賃貸料 1,159 288

業務受託料 615 －

貸倒引当金戻入額 － 2,938

その他 309 465

営業外収益合計 2,589 3,854

営業外費用   

支払利息 2,435 1,521

貸倒引当金繰入額 213 －

その他 11 －

営業外費用合計 2,660 1,521

経常利益 18,462 46,555

特別利益   

保険解約返戻金 － 26,093

特別利益合計 － 26,093

特別損失   

固定資産除却損 － 889

特別損失合計 － 889

税引前四半期純利益 18,462 71,758

法人税等 7,997 31,460

四半期純利益 10,465 40,298
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 該当事項はありません。  

  

  

 当社は、精密機器製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

  

 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）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象

ヒーハイスト精工㈱　（6433）　平成24年３月期　第１四半期決算短信　（非連結）

－6－



（生産、受注及び販売の状況） 

当社は、精密機器製造事業の単一セグメントであるため、品目別に記載しております。 

  

①生産実績 

 当第１四半期累計期間の生産実績は、次のとおりであります。  

 （注） １．金額は販売価格によっております。 

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  ②受注状況 

  当第１四半期累計期間の受注状況は、次のとおりであります。 

 （注） １．金額は販売価格によっております。 

  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 ③販売実績 

 当第１四半期累計期間の販売状況は、次のとおりであります。 

 （注） １．前第１四半期累計期間及び当第１四半期累計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実

 績に対する割合は、次のとおりであります。 

４．補足情報

 品目別  
当第１四半期累計期間

（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日）  

前年同四半期比（％）

直動機器（千円）   407,757   129.0

精密部品加工（千円）   25,634   52.4

ユニット製品（千円）   51,697   209.7

合計   485,089   124.5

 品目の名称  

当第１四半期累計期間
（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日）  

受注高 受注残高  

金額（千円） 前年同四半期比（％） 金額（千円）  前年同四半期比（％）

直動機器  397,259  117.8  151,076  106.4

精密部品加工  43,910  86.2  18,275  63.6

ユニット製品  38,977  82.7  8,041  27.1

合計  480,148  110.3  177,394  88.6

 品目別  
当第１四半期累計期間

（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日）  

前年同四半期比（％）

直動機器（千円）   391,159   119.4

精密部品加工（千円）   25,634   52.4

ユニット製品（千円）   51,697   209.7

合計   468,492   116.8

相手先 

前第１四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第１四半期累計期間
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年６月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ＴＨＫ株式会社  277,185  69.1  328,899  70.2
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