
６．個別中間財務諸表の概要

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月６日

上場会社名 株式会社ハイマックス 上場取引所  東

コード番号 ４２９９ 本社所在都道府県  神奈川県

(URL　http://www.himacs.jp/)

代　　表　　者　役職名 代表取締役社長 氏名　五味 洋行

問合せ先責任者　役職名 取締役 氏名　中沢 秀夫 ＴＥＬ　（０４５）２０１－６６５５

決算取締役会開催日 平成18年11月６日 配当支払開始日 平成18年12月４日

単元株制度採用の有無 有（１単元100株）   

１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1) 経営成績 （百万円未満切捨表示）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 3,846 △1.6 271 13.6 280 17.0

17年９月中間期 3,907 △12.5 239 33.2 240 30.7

18年３月期 7,658 608 609

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 149 12.5 24 69

17年９月中間期 132 33.6 21 94

18年３月期 335 51 20

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 6,038,403株 17年９月中間期 6,038,400株 18年３月期 6,038,400株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （百万円未満切捨表示）

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

18年９月中間期 6,248 4,225 67.6 699 79

17年９月中間期 5,826 4,018 69.0 665 45

18年３月期 6,107 4,162 68.2 685 05

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 6,038,407株 17年９月中間期 6,038,400株 18年３月期 6,038,400株

②期末自己株式数 18年９月中間期   168,089株 17年９月中間期   168,096株 18年３月期   168,096株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 8,100 650 353

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　58円　46銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 10.00 10.00 20.00

19年３月期（実績） 20.00 －
30.00

19年３月期（予想） － 10.00

（注）18年９月中間期末配当金の内訳　創立30周年記念配当　10円00銭　普通配当　10円00銭

※　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後、様々な要因によって異なる結

果となる可能性があります。業績予想の前提条件とその他関連する事項については、５ページを参照して下さい。
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７．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 3,397,047 3,389,042 3,728,849

２．売掛金 1,270,919 1,263,806 1,247,192

３．たな卸資産 202,273 68,716 193,772

４．その他 230,790 235,789 239,182

流動資産合計 5,101,031 87.5 4,957,354 79.3 5,408,997 88.6

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 41,152 37,091 34,511

２．無形固定資産 36,122 34,280 35,459

３．投資その他の資産

(1）繰延税金資産 375,766 380,365 374,437

(2）長期定期預金 － 570,000 －

(3）その他 277,617 271,611 259,537

貸倒引当金 △5,152 △2,161 △5,152

計 648,231 1,219,815 628,823

固定資産合計 725,505 12.5 1,291,187 20.7 698,794 11.4

資産合計 5,826,536 100.0 6,248,542 100.0 6,107,791 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 204,172 205,849 184,176

２．賞与引当金 395,000 410,000 390,000

３．役員賞与引当金 － 13,000 －

４．プログラム補修引当
金

12,163 2,032 10,750

５．その他 ※２ 293,817 440,927 437,166

流動負債合計 905,153 15.5 1,071,808 17.2 1,022,092 16.7

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 449,032 478,297 471,268

２．役員退職慰労引当金 454,100 472,820 451,800

固定負債合計 903,132 15.5 951,117 15.2 923,068 15.1

負債合計 1,808,285 31.0 2,022,926 32.4 1,945,161 31.8
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前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 689,044 11.8 － － 689,044 11.3

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 665,721 － 665,721

資本剰余金合計 665,721 11.4 － － 665,721 10.9

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 66,011 － 66,011

２．任意積立金 2,140,000 － 2,140,000

３．中間（当期）未処分
利益

603,184 － 745,482

利益剰余金合計 2,809,195 48.2 － － 2,951,493 48.3

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

3,933 0.1 － － 6,014 0.1

Ⅴ　自己株式 △149,642 △2.5 － － △149,642 △2.4

資本合計 4,018,251 69.0 － － 4,162,630 68.2

負債資本合計 5,826,536 100.0 － － 6,107,791 100.0

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 － － 689,044 11.0 － －

２．資本剰余金       

(1)資本準備金 －   665,721  －   

(2)その他資本剰余金 －   1   －   

資本剰余金合計 － － 665,722 10.7 － －

３．利益剰余金       

(1)利益準備金 －  66,011  － －  

(2)その他利益剰余金       

別途積立金 －  2,290,000  －   

繰越利益剰余金 －  658,192  －   

利益剰余金合計 － － 3,014,203 48.2 － －

４．自己株式 － － △149,636 △2.4 － －

株主資本合計 － － 4,219,333 67.5 － －

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評価
差額金

－ － 6,281 0.1 － －

評価・換算差額等合
計

－ － 6,281 0.1 － －

純資産合計 － － 4,225,615 67.6 － －

負債純資産合計 － － 6,248,542 100.0 － －
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 3,907,846 100.0 3,846,692 100.0 7,658,493 100.0

Ⅱ　売上原価 3,169,880 81.1 2,968,380 77.2 6,063,039 79.2

売上総利益 737,965 18.9 878,311 22.8 1,595,453 20.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 498,932 12.8 606,810 15.7 986,846 12.9

営業利益 239,032 6.1 271,500 7.1 608,606 7.9

Ⅳ　営業外収益 ※１ 2,471 0.0 9,588 0.2 8,320 0.1

Ⅴ　営業外費用 ※２ 1,395 0.0 100 0.0 7,903 0.1

経常利益 240,108 6.1 280,988 7.3 609,024 7.9

税引前中間（当
期）純利益

240,108 6.1 280,988 7.3 609,024 7.9

法人税、住民税及
び事業税

56,000 136,000 231,000

法人税等調整額 51,613 107,613 2.7 △4,105 131,895 3.4 42,847 273,847 3.5

中間（当期）純利
益

132,495 3.4 149,093 3.9 335,177 4.4

前期繰越利益 470,688 － 470,688

中間配当額 － － 60,384

中間（当期）未処
分利益

603,184 － 745,482
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(3) 中間株主資本等変動計算書　

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日） （単位：千円）

株主資本 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計
資本

準備金

その他

資本

剰余金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益剰余金 利益

剰余金

合計

別途

積立金

繰越利益

剰余金

平成18年３月31日残高 689,044 665,721  665,721 66,011 2,140,000 745,482 2,951,493 △149,642 4,156,615

中間会計期間中の変動額           

別途積立金の積立て      150,000 △150,000 －  －

剰余金の配当（注）       △60,384 △60,384  △60,384

役員賞与（注）       △26,000 △26,000  △26,000

中間純利益       149,093 149,093  149,093

自己株式の処分   1 1     6 8

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

          

中間会計期間中の変動額

合計
  1 1  150,000 △87,290 62,709 6 62,718

平成18年９月30日残高 689,044 665,721 1 665,722 66,011 2,290,000 658,192 3,014,203 △149,636 4,219,333

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価

証券評価

差額金

評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日残高 6,014 6,014 4,162,630

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の積立て   －

剰余金の配当（注）   △60,384

役員賞与（注）   △26,000

中間純利益   149,093

自己株式の処分   8

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額）

267 267 267

中間会計期間中の変動額

合計
267 267 62,985

平成18年９月30日残高 6,281 6,281 4,225,615

（注）平成18年の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

イ．子会社株式及び関連会社株

式

　総平均法による原価法を採

用しております。

(1）有価証券

イ．子会社株式及び関連会社株

式

同左

(1)有価証券

イ．子会社株式及び関連会社株

式

同左

ロ．その他有価証券

（イ）時価のあるもの

　中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

総平均法により算定）を

採用しております。

ロ．その他有価証券

（イ）時価のあるもの

　中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は総平均法により算定）

を採用しております。

ロ．その他有価証券

（イ）時価のあるもの

　決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は総平

均法により算定）を採用

しております。

（ロ）時価のないもの

　総平均法による原価法

を採用しております。

（ロ）時価のないもの

同左

（ロ）時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

イ．仕掛品

　個別法による原価法を採用

しております。

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

同左

ロ．貯蔵品

　最終仕入原価法を採用して

おります。

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

　建物　　　　　　３年～15年

　工具器具備品　　４年～８年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（最長５年）に基づ

く定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個

別に回収の可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しておりま

す。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に

充てるため、支給見込額の当中

間会計期間対応分を計上してお

ります。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に

充てるため、次期支給見込額の

当期対応分を計上しております。

(3）　　　　　　－

　

(3）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当

事業年度における支給見込額の

当中間会計期間対応分を計上し

ております。

（会計方針の変更）

　当中間会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号　平成17年11月

29日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利

益及び税引前中間純利益は、そ

れぞれ13,000千円減少しており

ます。 

(3）　　　　　　－

　

(4）プログラム補修引当金

　ソフトウェアの請負開発契約

に関する保証期間中の無償補修

に備えるため、過去の瑕疵担保

実績に基づき計上しております。

(4）プログラム補修引当金

同左

(4）プログラム補修引当金

同左

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。

　数理計算上の差異については、

翌事業年度において一括費用処

理することとしております。

(5）退職給付引当金

同左

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上

しております。

　数理計算上の差異については、

翌事業年度において一括費用処

理することとしております。

(6）役員退職慰労引当金

　役員、執行役員及び理事の退

職慰労金の支出に備えるため、

役員、執行役員及び理事退職慰

労金内規に基づく当中間会計期

間末における要支給額を計上し

ております。

(6）役員退職慰労引当金

同左

(6）役員退職慰労引当金

　役員、執行役員及び理事の退

職慰労金の支出に備えて、役員、

執行役員及び理事退職慰労金内

規に基づく当事業年度末要支給

額を計上しております。

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のファ

イナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

同左 同左

５．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当中間会計期間より、固定資産の減

損に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月

９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。

　　　　　────―─

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より、固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第６号　平成15年10月31日）を

適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。

　　　　　────―─

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しており

ます。

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は4,225,615千円であります。

なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。

 

　　　　　────―─
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

85,040千円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

75,828千円

※１　有形固定資産の減価償却累計

額

73,856千円

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

※２　同左 ※２　　　──────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　　　────―─ ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1千円   受取利息   1千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

固定資産滅却損 1,394千円 固定資産滅却損     100千円 固定資産滅却損   7,141千円

３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額 ３　減価償却実施額

有形固定資産 4,353千円

無形固定資産   7,364千円

有形固定資産 3,634千円

無形固定資産 7,476千円

有形固定資産 8,561千円

無形固定資産 14,542千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：株）

前事業年度末

株式数

中間会計期間増加

株式数

当中間会計期間減少

株式数

当中間会計期間末

株式数

普通株式（注） 168,096 － 7 168,089

合計　　 168,096 － 7 168,089

  （注）自己株式（普通株式）の減少７株は、単元未満株式の買増請求に応じたものであります。
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額、減損損失累計額相当額及び

期末残高相当額

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 17,700 9,467 8,232

合計 17,700 9,467 8,232

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 12,704 7,337 5,366

ソフトウェア 2,180 424 1,756

合計 14,884 7,761 7,123

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

工具器具備品 12,704 5,220 7,483

ソフトウェア 2,180 60 2,120

合計 14,884 5,281 9,603

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額

２．未経過リース料期末残高相当額等

    未経過リース料期末残高相当額

千円

１年内 4,289

１年超 4,005

合計 8,294

千円

１年内 4,995

１年超 2,196

合計 7,191

千円

１年内 4,957

１年超 4,703

合計 9,661

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額

及び減損損失

千円

支払リース料 2,884

減価償却費相当額 2,820

支払利息相当額 67

千円

支払リース料 2,538

減価償却費相当額 2,480

支払利息相当額 69

千円

支払リース料 5,505

減価償却費相当額 5,382

支払利息相当額 121

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　利息相当額の各期への配分方法について

は、利息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありま

せん。

（減損損失について）

  同左

（減損損失について）

  同左

②　有価証券

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、子会社株式で時価のあるものはありませ

ん。

（１株当たり情報）

　当社は、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

－ 36 －




