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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 3,991 4.5 80 54.8 86 42.6 26 431.3
23年3月期第1四半期 3,817 △1.0 51 47.0 60 31.7 5 △53.2

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 31百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △17百万円 （―％）

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 5.66 ―
23年3月期第1四半期 1.07 ―

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 8,161 3,910 47.6
23年3月期 7,806 3,902 49.7
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  3,884百万円 23年3月期  3,879百万円

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   

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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  ：  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(累計) 8,000 2.3 150 47.6 160 54.8 60 752.4 12.60
通期 16,500 1.0 405 6.4 440 4.9 185 32.2 38.84



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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レビュー手続の対象外であり、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
半期財務諸表のレビュー手続を実施しております。 

※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条件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２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 4,812,247 株 23年3月期 4,812,247 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 49,530 株 23年3月期 49,435 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,762,788 株 23年3月期1Q 4,764,271 株
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当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、本年３月に発生した東日本大震災の影響により大きな打

撃を受け、企業の生産や輸出が減少したほか個人消費も落ち込む等、厳しい状況で推移いたしました。

今後につきましては、一部に景気持ち直しの動きが出始めているものの、電力供給の制約等の問題もあ

り、当面は予断を許さない状況が続くと思われます。  

当社グループを取り巻く環境につきましても、震災後の先行き不透明感は強く、取引先の施設維持管

理コストの削減意識は一段と強まっており、引き続き厳しい状況が続いております。  

こうした中、当社グループは省エネに係る提案をはじめとして、顧客の各種ニーズにマッチしたソリ

ューション営業を積極的に展開するとともに、収益改善プロジェクト活動を継続して実施し、高品質な

サービスの提供による顧客満足度の向上に努めると同時に、低コスト体質の定着を図ってまいりまし

た。 

当第１四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、修繕工事等臨時作業、及び当四半期中の新規

案件に係る売上は前年同四半期と比較し若干弱含みで推移いたしましたが、前年度に獲得した新規案件

の売上寄与等により、前年同四半期比１億73百万円(4.5%)増加の39億91百万円となりました。 

また、利益面におきましては増収効果の他、前年同四半期と比較し新規大型案件の業務開始経費負担

が低減したこと、収益改善プロジェクト活動の推進等により、営業利益は前年同四半期比28百万円

(54.8%)増加の80百万円、経常利益は同25百万円(42.6%)増加の86百万円となり、四半期純利益につきま

しては、同21百万円(431.3%)増加の26百万円となりました。 

  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比３億55百万円増加の81億61百万円とな

りました。これは、売掛債権の回収に伴い受取手形及び売掛金が６億38百万円減少する一方、現金及び

預金が10億52百万円増加したことが主な要因となっております。  

負債は前連結会計年度末比３億48百万円増加の42億51百万円となりました。これは、長短借入金合計

が３億33百万円、預り金が３億57百万円それぞれ増加したこと、及び買掛金が２億83百万円減少したこ

とが主な要因となっております。 

純資産は、利益剰余金の四半期純利益26百万円計上による増加、配当金の支払による23百万円の減少

等により、前連結会計年度末比７百万円増加の39億10百万円となり、自己資本比率は47.6%となりまし

た。  

  

  

連結業績予想は、平成23年５月13日公表時から変更はございません。  

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の業績等は、

今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,103,014 2,155,201

受取手形及び売掛金 2,511,351 1,872,525

未成業務支出金 19,366 30,432

貯蔵品 24,280 25,912

繰延税金資産 153,352 115,445

その他 235,017 251,545

貸倒引当金 △933 △862

流動資産合計 4,045,447 4,450,199

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 581,212 586,228

土地 558,398 558,398

その他（純額） 26,672 25,688

有形固定資産合計 1,166,283 1,170,315

無形固定資産

のれん 54,468 50,837

リース資産 102,890 94,901

その他 29,104 27,653

無形固定資産合計 186,464 173,393

投資その他の資産

保険積立金 926,281 932,885

繰延税金資産 159,930 157,719

その他 1,383,322 1,338,268

貸倒引当金 △61,176 △60,876

投資その他の資産合計 2,408,358 2,367,997

固定資産合計 3,761,105 3,711,706

資産合計 7,806,553 8,161,905

㈱ハリマビステム（9780） 平成24年3月期 第1四半期決算短信

4



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 804,911 521,135

短期借入金 937,742 1,004,322

未払法人税等 194,719 24,010

賞与引当金 230,798 110,339

受注損失引当金 13,103 10,390

その他 982,822 1,583,377

流動負債合計 3,164,097 3,253,575

固定負債

長期借入金 244,862 511,700

退職給付引当金 259,722 260,631

役員退職慰労引当金 89,715 89,715

リース債務 77,483 68,812

その他 67,710 67,210

固定負債合計 739,493 998,069

負債合計 3,903,591 4,251,645

純資産の部

株主資本

資本金 654,460 654,460

資本剰余金 635,900 635,900

利益剰余金 2,622,309 2,625,474

自己株式 △15,683 △15,711

株主資本合計 3,896,985 3,900,122

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △5,749 △6,421

為替換算調整勘定 △11,413 △8,851

その他の包括利益累計額合計 △17,162 △15,273

少数株主持分 23,138 25,410

純資産合計 3,902,962 3,910,260

負債純資産合計 7,806,553 8,161,905
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

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

売上高 3,817,936 3,991,321

売上原価 3,306,628 3,423,410

売上総利益 511,307 567,911

販売費及び一般管理費

役員報酬 36,037 33,672

給料及び賞与 161,509 172,112

賞与引当金繰入額 19,389 18,900

賃借料 64,122 70,116

貸倒引当金繰入額 1,150 △371

その他 177,236 193,190

販売費及び一般管理費合計 459,446 487,621

営業利益 51,861 80,289

営業外収益

受取利息 3,700 3,320

受取配当金 2,499 2,189

持分法による投資利益 9,635 2,737

その他 9,519 4,294

営業外収益合計 25,356 12,541

営業外費用

支払利息 6,103 4,064

投資事業組合運用損 6,620 517

その他 3,817 1,712

営業外費用合計 16,541 6,294

経常利益 60,675 86,536

特別利益

投資有価証券売却益 600 －

特別利益合計 600 －

特別損失

固定資産除却損 167 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23,512 －

特別損失合計 23,679 －

税金等調整前四半期純利益 37,597 86,536

法人税、住民税及び事業税 17,789 16,714

法人税等調整額 13,781 40,570

法人税等合計 31,570 57,285

少数株主損益調整前四半期純利益 6,027 29,251

少数株主利益 949 2,272

四半期純利益 5,077 26,978
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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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

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

少数株主損益調整前四半期純利益 6,027 29,251

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △11,243 △671

為替換算調整勘定 △12,603 2,561

その他の包括利益合計 △23,846 1,889

四半期包括利益 △17,819 31,140

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △18,769 28,868

少数株主に係る四半期包括利益 949 2,272
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当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

  該当事項はありません。 

  

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

  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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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