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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第21期

第１四半期
連結累計期間

第22期
第１四半期
連結累計期間

第21期

会計期間
自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日

自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日

売上高 （千円） 1,250,575 1,234,867 5,074,268

経常利益 （千円） 71,493 40,828 403,493

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（千円） 44,878 27,054 251,239

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 46,560 30,507 227,649

純資産額 （千円） 1,532,977 1,684,944 1,714,066

総資産額 （千円） 3,313,907 3,537,269 3,651,332

１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） 11.29 6.81 63.20

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） － － －

自己資本比率 （％） 46.3 47.6 46.9

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1)業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、英国のＥＵ離脱問題など海外経済の先行きに懸念があるもの

の、政府の経済政策により企業収益や雇用情勢に改善がみられ、緩やかな回復基調で推移しました。

このような状況のなか、当社グループのアウトソーシング事業においては、技術者の採用に注力するとともに、

依然として旺盛な技術者要請に対し、迅速な対応を推進した結果、稼働人員と技術料金は前年同期を上回り、稼働率

も前年同期と同水準の高い稼働率を維持いたしました。

また、ＳＭＯ事業においては、事業拡大のための新卒治験コーディネーターの採用を再開するとともに、案件獲

得を努めるものの、今期はグローバル試験の増加に伴う開始時期の遅れや下半期でのスタート案件が多く、更に大型

案件が稼働していた前年同期に比べ人員稼働率の低下等の影響もあり、業績は低下いたしました。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,234,867千円（前年同期比1.3％減）、売上原価は

1,008,162千円（同0.6％増）、販売費及び一般管理費は185,467千円（同5.0％増）、営業利益は41,237千円（同

42.5％減）、経常利益は40,828千円（同42.9％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は27,054千円（同39.7％

減）となりました。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①アウトソーシング事業

当社の中核事業であるアウトソーシング事業におきましては、旺盛な技術者要請に対し、採用体制を強化し優秀

な技術者の確保に注力いたしました。そして、稼働率の向上、新卒技術者の早期稼働に努めるとともに、技術料金の

改善を推進した結果、前年同期に比べ稼働人員・技術料金は上回り、稼働率も90.5％（稼働率(％)＝稼働技術者数／

技術社員総数×100であり、期間の月末人数を累計した数値により算出しております。）と高い稼働率を維持いたし

ました。その結果、売上高は1,198,316千円（同6.2％増）、営業利益は58,610千円（同34.2％増）となりました。

 

②ＳＭＯ事業

ＳＭＯ事業におきましては、皮膚科・精神科領域での案件獲得を推進するとともに、ＳＭＯ周辺業務の拡大へ向

けた営業展開に努めました。また、グローバル試験の増加に伴い試験の開始時期が遅れる事例が発生し、また今期よ

り事業拡大のため新卒治験コーディネーターを採用し、教育コストが増加いたしました。その結果、売上高は36,550

千円（同70.1％減）、営業損失14,412千円（前年同期営業利益31,019千円）となりました。今後も治験の進捗、新規

案件獲得などにより売上高は増加し、通期では営業黒字を見込んでおります。

 

(2)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(3)研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 13,500,000

計 13,500,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,975,300 3,975,300

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 3,975,300 3,975,300 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成28年４月１日～

平成28年６月30日
－ 3,975,300 － 377,525 － 337,525

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成28年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

平成28年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,975,000 39,750 －

単元未満株式（注） 普通株式      300 － －

発行済株式総数 3,975,300 － －

総株主の議決権 － 39,750 －

（注）「単元未満株式」の欄には自己株式59株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

 

２【役員の状況】

　　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から

平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,261,735 1,156,292

受取手形及び売掛金 703,531 689,391

仕掛品 1,210 3,924

繰延税金資産 97,332 102,345

その他 35,679 42,457

流動資産合計 2,099,489 1,994,410

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 495,158 495,158

減価償却累計額 △168,317 △171,738

建物及び構築物（純額） 326,841 323,420

車両運搬具 6,680 6,680

減価償却累計額 △2,842 △3,162

車両運搬具（純額） 3,837 3,518

工具、器具及び備品 38,036 38,216

減価償却累計額 △34,775 △34,939

工具、器具及び備品（純額） 3,260 3,277

土地 968,059 968,059

有形固定資産合計 1,302,000 1,298,275

無形固定資産   

のれん 92,833 89,517

その他 4,102 3,826

無形固定資産合計 96,936 93,344

投資その他の資産   

投資有価証券 7,004 7,004

繰延税金資産 105,043 103,544

その他 42,657 42,489

貸倒引当金 △1,800 △1,800

投資その他の資産合計 152,905 151,238

固定資産合計 1,551,842 1,542,859

資産合計 3,651,332 3,537,269
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

負債の部   

流動負債   

短期借入金 650,000 650,000

未払費用 333,206 377,391

未払法人税等 99,197 20,598

賞与引当金 250,073 126,931

その他 147,723 214,782

流動負債合計 1,480,200 1,389,702

固定負債   

退職給付に係る負債 346,076 349,520

役員退職慰労引当金 110,988 113,100

固定負債合計 457,064 462,621

負債合計 1,937,265 1,852,324

純資産の部   

株主資本   

資本金 377,525 377,525

資本剰余金 337,525 337,525

利益剰余金 1,046,868 1,014,293

自己株式 △23 △23

株主資本合計 1,761,894 1,729,320

その他の包括利益累計額   

退職給付に係る調整累計額 △47,828 △44,375

その他の包括利益累計額合計 △47,828 △44,375

純資産合計 1,714,066 1,684,944

負債純資産合計 3,651,332 3,537,269
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

売上高 1,250,575 1,234,867

売上原価 1,002,210 1,008,162

売上総利益 248,364 226,704

販売費及び一般管理費   

役員報酬 19,665 19,431

給料及び賞与 71,316 71,043

賞与引当金繰入額 7,609 7,361

退職給付費用 907 1,279

役員退職慰労引当金繰入額 2,075 2,112

法定福利費 11,738 12,207

採用費 9,250 15,679

旅費及び交通費 3,342 4,339

支払手数料 21,037 18,311

地代家賃 8,099 10,002

減価償却費 1,638 1,351

のれん償却額 3,315 3,315

その他 16,674 19,030

販売費及び一般管理費合計 176,670 185,467

営業利益 71,694 41,237

営業外収益   

受取利息 101 100

受取配当金 50 50

受取手数料 521 275

未払配当金除斥益 427 282

その他 60 82

営業外収益合計 1,161 790

営業外費用   

支払利息 1,362 1,198

営業外費用合計 1,362 1,198

経常利益 71,493 40,828

特別損失   

固定資産除却損 － 5

事務所移転費用 684 －

特別損失合計 684 5

税金等調整前四半期純利益 70,808 40,823

法人税等 25,930 13,768

四半期純利益 44,878 27,054

親会社株主に帰属する四半期純利益 44,878 27,054
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

四半期純利益 44,878 27,054

その他の包括利益   

退職給付に係る調整額 1,682 3,452

その他の包括利益合計 1,682 3,452

四半期包括利益 46,560 30,507

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 46,560 30,507
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得する建

物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表への影響額はありません。

 

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。

 

 

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当第

１四半期連結会計期間から適用しております。

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第

１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの

償却額は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

減価償却費 4,974千円 4,474千円

のれんの償却額 3,315千円 3,315千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月25日

定時株主総会
普通株式 47,702 12 平成27年３月31日 平成27年６月26日 利益剰余金

 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月29日

定時株主総会
普通株式 59,628 15 平成28年３月31日 平成28年６月30日 利益剰余金

（注）平成28年６月29日定時株主総会決議による１株当たり配当額には、創立20周年記念配当３円を含んでおります。
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（セグメント情報等）

（セグメント情報）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年６月30日）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２
 

アウトソーシ

ング事業

ＳＭＯ

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 1,128,282 122,292 1,250,575 － 1,250,575

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,128,282 122,292 1,250,575 － 1,250,575

セグメント利益 43,676 31,019 74,696 △3,001 71,694

（注）１.セグメント利益の調整額△3,001千円は、セグメント間取引消去313千円、のれん償却額△3,315千円で

あります。

２.セグメント利益は、四半期連結損益計算書計上額の営業利益と調整を行っております。

 

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
調整額

（注）１

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２
 

アウトソーシ

ング事業

ＳＭＯ

事業
計

売上高      

外部顧客への売上高 1,198,316 36,550 1,234,867 － 1,234,867

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,198,316 36,550 1,234,867 － 1,234,867

セグメント利益又は損失（△） 58,610 △14,412 44,197 △2,960 41,237

（注）１.セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,960千円は、セグメント間取引消去355千円、のれん償却

額△3,315千円であります。

２.セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書計上額の営業利益と調整を行っておりま

す。

 

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社ヒップ(E05657)

四半期報告書

13/16



（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日

至　平成27年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 11円29銭 6円81銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（千円）
44,878 27,054

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

四半期純利益金額（千円）
44,878 27,054

普通株式の期中平均株式数（株） 3,975,241 3,975,241

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成28年８月９日

株式会社ヒップ

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 毛　利　篤　雄　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 奥　見　正　浩　　印

 

 
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ヒップ
の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平成28
年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸
表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
 
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を
作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
 
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する
結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し
て四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質
問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認
められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ヒップ及び連結子会社の平成28年６月30日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な
点において認められなかった。
 
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
 

　以　上

 

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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