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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 841 4.8 24 △47.1 28 △39.2 132 376.1
23年3月期第2四半期 803 154.9 46 ― 46 ― 27 ―

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2四半期 21.23 ―

23年3月期第2四半期 4.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 4,069 3,030 74.5
23年3月期 4,035 2,897 71.8

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,030百万円 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  ：  有  

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 ― 0.00

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、対前期増減率）

（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

通期 1,564 △2.3 69 △1.7 71 △1.7 158 309.5 25.31

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。 

(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2Q 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2Q 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2Q 6,243,742 株 23年3月期2Q 6,244,837 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。 



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  3

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………………………………………  3

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期財務諸表 …………………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  4

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  6

第２四半期累計期間 ………………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

（７）重要な後発事象 ……………………………………………………………………………………………………  8

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  9

（生産、受注及び販売の状況） …………………………………………………………………………………………  9

ヒーハイスト精工㈱　（6433）　平成24年３月期　第２四半期決算短信　（非連結）

－1－



（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響や米国や欧州の財政不安による世界的な景気

の停滞、急激な円高の進行等により、景気の先行きは不透明な状況が続いております。 

 このような経済環境の下で、当社は、主力製品の拡販に、営業・技術・製造の三位一体体制で取り組み、顧客の

満足度向上を図って参りました。また、生産面の強化のために原価低減の取り組みを強化し、業績の回復に努めて

おります。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高につきましては841,598千円（前年同四半期比4.8％増）

となりました。 

  また、利益面につきましては、売上高は増加したものの、顧客対応のための製品開発案件の前倒しの実行及び特

殊製品対応の追加費用の発生等により、経常利益28,001千円（前年同四半期比39.2％減）となり、四半期純利益は

保険解約返戻金を特別利益で計上したことにより132,535千円（前年同四半期比376.1％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、産業用機械向け等の売上が増加し、当第２四半期累計期間の売上

高は725,692千円（前年同四半期比11.7％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売上が大幅に減少したことにより、売上高は

49,704千円（同45.5％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、装置関連向けに売上が微増し、売上高は66,200千円（同6.1％

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 

 当第２四半期末における総資産は4,069,387千円となり、前事業年度末と比べ33,586千円増加しました。 

 主な要因は、たな卸資産187,032千円の増加に対し、現金及び預金155,756千円の減少によるものであります。 

 負債は、1,039,017千円となり、前事業年度末と比べ99,257千円減少いたしました。主な要因は、仕入債務

99,113千円の増加に対し、役員退職慰労引当金204,237千円の減少によるものであります。 

  純資産は3,030,369千円となり、前事業年度末と比べ132,844千円増加いたしました。主な要因は、利益剰余金

132,535千円の増加によるものであります。 

 なお、当第２四半期会計期間末における自己資本比率は74.5％となり、前事業年度末に比べ2.7ポイント増加し

ております。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比べ155,756千

円減少し、272,294千円となりました。 

 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） 

 営業活動の結果使用した資金は52,415千円(前年同期は181,828千円の獲得）となりました。 

 これは主に税引前四半期純利益225,159千円及び仕入債務の増加79,807千円に対し、役員退職慰労引当金の減少

204,237千円及びたな卸資産の増加による資金の減少187,032千円によります。 

（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32,391千円（前年同期は2,223千円の使用）となりました。 

 これは主に関係会社株式の取得による支出20,000千円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70,949千円（前年同期は106,539千円の使用）となりました。 

 これは主に長期借入金の返済による支出70,748千円によるものであります。   

（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８月10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「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

  

（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。 

  

  

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２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 684,283 528,527

受取手形及び売掛金 657,696 682,563

製品 23,975 56,100

仕掛品 248,719 340,370

原材料 168,881 232,138

その他 43,111 31,961

貸倒引当金 △1,279 －

流動資産合計 1,825,388 1,871,661

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 828,690 804,175

土地 1,063,504 1,063,504

その他（純額） 177,691 180,781

有形固定資産合計 2,069,886 2,048,460

無形固定資産 1,683 3,939

投資その他の資産 138,842 145,325

固定資産合計 2,210,411 2,197,725

資産合計 4,035,800 4,069,387

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 333,693 432,806

1年内返済予定の長期借入金 142,886 144,276

未払法人税等 6,500 95,600

賞与引当金 14,000 20,000

その他 64,001 42,648

流動負債合計 561,080 735,330

固定負債   

長期借入金 279,172 207,034

退職給付引当金 43,709 46,961

役員退職慰労引当金 253,928 49,691

その他 384 －

固定負債合計 577,194 303,687

負債合計 1,138,275 1,039,017
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９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 1,648,591

自己株式 △64 △172

株主資本合計 2,897,941 3,030,369

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △416 －

評価・換算差額等合計 △416 －

純資産合計 2,897,525 3,030,369

負債純資産合計 4,035,800 4,069,387

ヒーハイスト精工㈱　（6433）　平成24年３月期　第２四半期決算短信　（非連結）

－5－



（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22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 803,264 841,598

売上原価 535,790 622,211

売上総利益 267,473 219,387

販売費及び一般管理費 221,261 194,932

営業利益 46,212 24,454

営業外収益   

受取利息及び配当金 550 193

受取賃貸料 1,980 576

業務受託料 1,146 －

貸倒引当金戻入額 － 4,935

その他 822 703

営業外収益合計 4,500 6,409

営業外費用   

支払利息 4,683 2,862

その他 11 －

営業外費用合計 4,695 2,862

経常利益 46,017 28,001

特別利益   

固定資産売却益 6 101

貸倒引当金戻入額 1,251 －

保険解約返戻金 － 200,313

特別利益合計 1,257 200,414

特別損失   

固定資産除却損 － 889

投資有価証券評価損 － 2,366

特別損失合計 － 3,256

税引前四半期純利益 47,274 225,159

法人税等 19,436 92,623

四半期純利益 27,838 132,535
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23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 47,274 225,159

減価償却費 50,227 48,882

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,199 △4,935

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,667 6,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △282 3,252

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,172 △204,237

受取利息及び受取配当金 △550 △193

支払利息 4,683 2,862

保険解約返戻金 － △200,313

有形固定資産売却損益（△は益） △6 △101

有形固定資産除却損 － 889

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,366

売上債権の増減額（△は増加） △26,622 △24,867

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,795 △187,032

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7,618 14,114

仕入債務の増減額（△は減少） 65,693 79,807

その他の流動負債の増減額（△は減少） 9,369 △9,144

その他の固定負債の増減額（△は減少） △576 △384

その他 1,313 3,839

小計 180,578 △244,035

利息及び配当金の受取額 550 193

利息の支払額 △4,674 △2,862

保険解約返戻金の受取額 － 200,313

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 5,374 △6,023

営業活動によるキャッシュ・フロー 181,828 △52,415

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △17 △17

有形固定資産の取得による支出 △2,135 △23,961

有形固定資産の売却による収入 42 2,600

無形固定資産の取得による支出 － △2,403

関係会社株式の取得による支出 － △20,000

その他 △112 11,391

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,223 △32,391

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 △106,327 △70,748

自己株式の取得による支出 △64 △107

配当金の支払額 △147 △93

財務活動によるキャッシュ・フロー △106,539 △70,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 73,065 △155,756

現金及び現金同等物の期首残高 423,005 428,050

現金及び現金同等物の四半期末残高 496,070 272,294
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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。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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（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２四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２四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２四半期累計期間の販売状況は、次のとおりであります。 

 （注） 前第２四半期累計期間及び当第２四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２四半期累計期間

（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日）  

前年同四半期比（％）

直動機器（千円）   772,990   122.5

精密部品加工（千円）   49,704   54.5

ユニット製品（千円）   66,200   106.1

合計   888,896   113.3

 品目の名称  

当第２四半期累計期間
（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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  667,840  107.9  87,124  85.8

精密部品加工  73,630  95.1  23,925  185.0

ユニット製品  71,422  49.6  25,982  29.3

合計  812,893  96.8  137,032  67.5

 品目別  
当第２四半期累計期間

（自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日）  

前年同四半期比（％）

直動機器（千円）   725,692   111.7

精密部品加工（千円）   49,704   54.5

ユニット製品（千円）   66,200   106.1

合計   841,598   104.8

相手先 

前第２四半期累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年９月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

ＴＨＫ株式会社  539,712  67.2  604,989  71.9
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