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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年3月期第1四半期 2,026 ― 57 ― 59 ― 32 ―

20年3月期第1四半期 1,972 △0.1 111 24.8 112 18.3 58 16.8

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

21年3月期第1四半期 5.55 ―

20年3月期第1四半期 9.76 ―

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

21年3月期第1四半期 6,688 4,681 70.0 792.34
20年3月期 7,054 4,707 66.7 796.76

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,681百万円 20年3月期  4,707百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 12.50 ― 12.50 25.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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2四半期連結累計期間 4,567 ― 278 ― 283 ― 150 ― 25.39
通期 9,700 6.5 770 5.5 780 5.6 415 3.0 70.24

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  

［（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他をご覧ください。］  

(3) 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（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等の変更に記載されるもの） 

［（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
１．当資料に記載の業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合が
あります。なお、上記予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  6,206,496株 20年3月期  6,206,496株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  297,869株 20年3月期  297,869株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  5,908,627株 20年3月期第1四半期  5,961,474株
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,199,559 3,224,297

売掛金 1,111,898 1,597,577

仕掛品 176,935 30,215

その他 256,495 260,711

流動資産合計 4,744,888 5,112,801

固定資産   

有形固定資産 50,577 51,975

無形固定資産 26,366 27,792

投資その他の資産   

その他 1,868,422 1,864,237

貸倒引当金 △2,161 △2,161

投資その他の資産合計 1,866,260 1,862,075

固定資産合計 1,943,205 1,941,844

資産合計 6,688,094 7,054,646

負債の部   

流動負債   

買掛金 263,038 291,625

未払法人税等 33,919 233,812

賞与引当金 241,037 449,723

役員賞与引当金 6,800 29,100

その他 385,812 262,475

流動負債合計 930,609 1,266,735

固定負債   

退職給付引当金 571,155 558,943

役員退職慰労引当金 504,700 521,200

固定負債合計 1,075,855 1,080,143

負債合計 2,006,464 2,346,879

純資産の部   

株主資本   

資本金 689,044 689,044

資本剰余金 665,722 665,722

利益剰余金 3,609,947 3,636,232

自己株式 △286,047 △286,047

株主資本合計 4,678,666 4,704,952

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,962 2,815

評価・換算差額等合計 2,962 2,815

純資産合計 4,681,629 4,707,767

負債純資産合計 6,688,094 7,054,646
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 2,026,866

売上原価 1,610,154

売上総利益 416,711

販売費及び一般管理費 359,236

営業利益 57,475

営業外収益  

保険返戻金 1,371

その他 1,616

営業外収益合計 2,987

営業外費用  

固定資産除却損 496

その他 9

営業外費用合計 506

経常利益 59,956

税金等調整前四半期純利益 59,956

法人税等 27,155

四半期純利益 32,800
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 59,956

減価償却費 5,223

賞与引当金の増減額（△は減少） △208,685

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △22,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,212

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,500

受取利息及び受取配当金 △188

売上債権の増減額（△は増加） 485,678

前受金の増減額（△は減少） 1,678

たな卸資産の増減額（△は増加） △146,469

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,988

仕入債務の増減額（△は減少） △28,586

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,553

その他の流動負債の増減額（△は減少） 111,436

その他 △6,943

小計 262,055

利息及び配当金の受取額 188

法人税等の支払額 △222,333

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,910

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,896

保険積立金の積立による支出 △2,128

保険積立金の解約による収入 1,371

その他 △1,908

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,561

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △59,086

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,737

現金及び現金同等物の期首残高 3,224,297

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,199,559
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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６. 生産、受注及び販売の状況

　当社グループの事業は、バリュー・ソリューションサービス事業単一であるため、事業の種類別セグメントの記載

に代えて、事業分野別及び業種別に記載しております。

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間の事業分野別生産実績は次のとおりであります。

事業分野別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

システム・インテグレーションサービス（千円） 28,346

システム・メンテナンスサービス（千円） 1,020,498

プロフェッショナルサービス（千円） 1,170,730

合計（千円） 2,219,575

　（注）上記の金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当第１四半期連結会計期間の事業分野別受注状況は次のとおりであります。

事業分野別

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

受注高（千円）
受注残高
（千円）

システム・インテグレーションサービス 38,810 56,610

システム・メンテナンスサービス 1,039,043 570,846

プロフェッショナルサービス 1,077,917 794,200

合計 2,155,770 1,421,657

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．受注高は「受注・売上管理規則」に基づき個別契約の締結、注文書もしくはこれらに準じる文書を受領した

ときをもって計上しております。

(3）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の事業分野別販売実績は次のとおりであります。

事業分野別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

システム・インテグレーションサービス（千円） 1,800

システム・メンテナンスサービス（千円） 987,765

プロフェッショナルサービス（千円） 1,037,301

合計（千円） 2,026,866

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（株）ハイマックス(4299)　平成21年３月期　第１四半期決算短信

- 7 -



　なお、業種別販売実績は次のとおりであります。

業種別
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金融
銀行・証券（千円） 855,107

保険（千円） 713,603

小計（千円） 1,568,710

公共（千円） 77,773

流通（千円） 103,756

クレジット（千円） 97,386

その他（千円） 179,239

合計（千円） 2,026,866

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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「参考資料」 

 前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算 

               （単位：千円） 

前年同四半期 
（平成 20 年３月期 

 第 1 四半期） 科 目 

金 額 

Ⅰ 売上高 1,972,171 

Ⅱ 売上原価 1,530,149 

売上総利益 442,022 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 330,658 

営業利益 111,364 

Ⅳ 営業外収益 981 

Ⅴ 営業外費用 214 

経常利益 112,130 

税金等調整前四半期純利益 112,130 

法人税等 53,936 

四半期純利益 58,194 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
                      （単位：千円） 

 
前年同四半期 

（平成 20 年３月期 

 第 1 四半期） 

区  分 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 112,130 

減価償却費 4,658 

賞与引当金の減少額 △224,001 

役員賞与引当金の減少額 △22,500 

退職給付引当金の増加額 16,504 

役員退職慰労引当金の増加額 8,000 

売掛債権の減少額 498,833 

前受金の増加額 3,118 

たな卸資産の増加額 △159,565 

その他流動資産の減少額 1,061 

仕入債務の増加額 15,050 

未払事業所税の減少額 △6,626 

未払消費税等の減少額 △12,966 

その他流動負債の増加額 96,538 

受取利息及び配当金 △161 

その他 214 

小 計 330,290 

利息及び配当金の受取額 161 

法人税等の支払額 △223,909 

営業活動によるキャッシュ・フロー 106,543 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

その他投資 役員保険等の増加 △2,128 

長期前払費用 役員保険の増加 △772 
有形固定資産及び無形固定資産の取得に 
よる支出 △3,005 

投資有価証券の取得による支出 △300 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,207 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △59,658 

自己株式の取得による支出 △18,580 

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,238 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 22,097 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,557,216 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,579,314 
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