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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 16,325 △0.3 285 △24.5 341 △18.3 186 48.3
24年3月期 16,379 0.2 377 △0.8 418 △0.2 125 △10.1
（注）包括利益 25年3月期 237百万円 （74.6％） 24年3月期 135百万円 （29.2％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 39.22 ― 4.6 4.2 1.7
24年3月期 26.43 ― 3.2 5.3 2.3
（参考） 持分法投資損益 25年3月期  27百万円 24年3月期  16百万円

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

25年3月期 8,346 4,193 49.8 873.90
24年3月期 7,963 3,990 49.7 832.07
（参考） 自己資本  25年3月期  4,158百万円 24年3月期  3,960百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 281 6 △93 1,512
24年3月期 295 △292 210 1,316

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 47 37.8 1.2
25年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 47 25.5 1.2
26年3月期(予想) ― 5.00 ― 5.00 10.00 20.3

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

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) 8,700 7.9 150 7.9 165 3.1 115 47.2 24.16
通期 17,400 6.6 375 31.5 400 17.0 235 25.9 49.38



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

詳細は17ページ「(7)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」の(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)の部分を
ご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 4,812,247 株 24年3月期 4,812,247 株
② 期末自己株式数 25年3月期 53,258 株 24年3月期 51,864 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 4,760,027 株 24年3月期 4,762,380 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 15,483 0.9 252 △22.3 297 △18.9 166 △27.7
24年3月期 15,338 0.4 324 △8.4 366 △6.8 230 69.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 35.03 ―
24年3月期 48.40 ―

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

25年3月期 8,115 3,990 49.2 838.59
24年3月期 7,771 3,838 49.4 806.37
（参考） 自己資本 25年3月期  3,990百万円 24年3月期  3,838百万円

2. 平成26年 3月期の個別業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 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「１．経営成績に関する分析 次期の見通し」をご覧ください。 

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) 8,100 6.0 130 15.2 135 11.6 100 75.4 21.01
通期 16,300 5.3 330 30.9 355 19.5 215 29.0 45.18



  

１．経営成績・財政状態に関する分析 ……………………………………………………2 

（１）経営成績に関する分析 ………………………………………………………………2 

（２）財政状態に関する分析 ………………………………………………………………3 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 ………………………………3 

２．企業集団の状況 …………………………………………………………………………4 

３．経営方針 …………………………………………………………………………………5 

（１）会社の経営の基本方針 ………………………………………………………………5 

（２）目標とする経営指標 …………………………………………………………………5 

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 ……………………………………5 

４．連結財務諸表 ……………………………………………………………………………6 

（１）連結貸借対照表 ………………………………………………………………………6 

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 …………………………………………8 

（３）連結株主資本等変動計算書 …………………………………………………………11 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………13 

（５）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………15 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ………………………………15 

（７）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………17 

（８）連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………18 

（セグメント情報） …………………………………………………………………18 

（１株当たり情報） …………………………………………………………………18 

（重要な後発事象） …………………………………………………………………19 

５．個別財務諸表 ……………………………………………………………………………20 

（１）貸借対照表 ……………………………………………………………………………20 

（２）損益計算書 ……………………………………………………………………………23 

   売上原価明細書 ………………………………………………………………………25 

（３）株主資本等変動計算書 ………………………………………………………………26 

６．その他 ……………………………………………………………………………………28 

      役員の異動 ……………………………………………………………………………28 

  

○添付資料の目次

㈱ハリマビステム (9780) 平成25年3月期決算短信

1



当連結会計年度のわが国経済は、東日本大震災からの復興需要などによる持ち直しの動きは見られた

ものの、欧州債務問題の長期化、新興国地域の成長率鈍化などの影響から依然として先行き不透明な状

況で推移いたしました。 

ビルメンテナンス業界におきましては、震災以降、顧客のインフラ整備の意識や省エネへの関心が高

まる一方、景気動向や企業業績など先行きの状況を見極めることが困難であることから、顧客の施設維

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、当連結会計年度の当社グループは、品質管理部門・設備指導部門を集約し体制強化した

技術統括本部により、主要三業務(清掃・設備管理・警備)の専門性と品質の向上、および人材育成をよ

り一層強化する体制を整え、今までに増して顧客の多様化・高度化するニーズに応え、高品質なサービ

スを提供することで顧客との信頼関係を強化し、併せて顧客の立場に立った提案営業を積極的に展開す

るなど、業容拡大に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は、大型契約の解約や契約金額の減額などによ

るマイナス要因を顧客ニーズに的確に対応した提案活動による修繕工事などの臨時作業の受注により挽

回に努めましたが、厳しい環境のなかで前年度実績を若干下回り、前年同期比53百万円(0.3%)減少の

163億25百万円となりました。 

利益面におきましては、外注にかかわる費用が増加したことなどにより原価率はやや上昇し、販売費

及び一般管理費も体制強化のための人員増などにより増加となりました。その結果、営業利益は前年同

期比92百万円(24.5%)減少の２億85百万円となりました。 

経常利益は営業外収益が増加したものの営業利益の減少の影響をうけ、前年同期比76百万円(18.3%)

減少の３億41百万円となりました。また、当期純利益につきましては、前年同期よりも税金費用が減少

したことから、前年同期比60百万円(48.3%)増加の１億86百万円となりました。 

  

次期の見通しにつきましては、円安や株高に加え政府の景気対策による効果が期待されるものの、不

透明な世界経済や不安定な国際情勢により経営環境は引き続き注意深く対応していく必要があると思わ

れます。 

ビルメンテナンス業界におきましても、オフィス賃料の伸び悩みや、企業の今後の業績動向に対して

の先行き不透明感が強いことから、既存物件におきましては、顧客のコスト削減を目的とした契約価格

の見直し・仕様変更の動きが継続し、新規物件の受注についても同業者間の受注競争が激化するなど、

厳しい状況が続くものと予想されます。 

このような状況のもと、当社グループは、永年にわたり培ってまいりました専門技術を基に、顧客の

多様化・高度化するニーズや社会的要請に応えることのできる、顧客の視点に立った専門性の高いサー

ビスをタイムリーに提供することで、顧客との信頼関係の強化を図るとともに、競合他社との差別化に

注力し、業容拡大に積極的な取り組みを行ってまいります。 

また、業務品質・サービスレベルを保ったうえで、グループをあげて業務プロセスの改善、収益管理

の強化および管理コスト全般の圧縮を図り、採算性の向上に努めてまいります。 

以上により、次期の連結業績につきましては、売上高は174億円(当連結会計年度比6.6%増)、営業利

益３億75百万円(同31.5%増)、経常利益４億円(同17.0%増)、当期純利益２億35百万円(同25.9%増)を見

込んでおります。 

  

 (注)  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．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の分析

②次期の見通し
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当連結会計年度末の総資産は83億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億82百万円増加いたし

ました。これは、流動資産の現金及び預金が１億95百万円、受取手形及び売掛金が１億59百万円それぞ

れ増加したことなどによるものであります。 

当連結会計年度末の負債合計は41億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億79百万円増加いた

しました。これは、主に買掛金が88百万円増加したことなどによるものであります。 

また、当連結会計年度末の純資産は41億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億３百万円増加

いたしました。これは、当期純利益１億86百万円を計上したことによる利益剰余金の増加、年度末にか

けての株高の影響によるその他有価証券評価差額金33百万円の増加などによるものであります。この結

果、当連結会計年度末の自己資本比率は49.8％となりました。 

当連結会計年度における「現金及び現金同等物」は、前連結会計年度末に比べ１億95百万円増加し、

15億12百万円となりました。 

当連結会計年度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・フローは、２億81百万円（前連結会計年度比14百万円の減少）の収入と

なりました。 

これは主として、収入では税金等調整前当期純利益３億45百万円、減価償却費92百万円、仕入債務の

増加額88百万円などによるものであります。支出では売上債権の増加額１億56百万円、法人税等の支払

額１億34百万円などによるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、６百万円の収入（前連結会計年度は２億92百万円の支出）と

なりました。 

これは主として、収入では長期前払費用の払戻による収入69百万円など、支出では保険積立金の積立

による支出１億13百万円などによるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、93百万円の支出（前連結会計年度は２億10百万円の収入）と

なりました。 

これは、収入では長期借入れによる収入８億40百万円など、支出では短期借入金の減少額85百万円、

長期借入金の返済による支出７億56百万円および配当金の支払額47百万円などによるものであります。

  

当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要政策として位置づけており、業績に裏付けされた成果

の配分を長期にわたり安定的に行うことを基本方針としております。 

内部留保金については、今後の事業の拡大による資金需要に備えるとともに、経営基盤の強化を図

り、将来の成長と収益力向上のために活用する予定であります。 

上記方針に基づき厳しい経営環境ではありますが、当期及び次期の配当につきましては、年間10円

(うち中間５円)とする予定であります。なお、連結配当性向は、当期25.5％、次期(予定)20.3％であり

ます。 

  

（２）財政状態に関する分析

①資産負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当企業集団は、株式会社ハリマビステム（当社）及び子会社４社、子会社を除く関係会社14社で構成

されており、建築物総合サービス事業（清掃業、設備保守管理業、警備業、工営業等）、その他の事業

（ホテル業、居宅介護サービス業、トナー販売業、不動産賃貸業、保険代理業）を営んでおります。 

  

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

 

  

２．企業集団の状況
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当社はビルメンテナンスを社会生活空間の保全・維持管理と捉え、顧客のニーズに応える高品質のサ

ービスを提供することにより、企業価値の向上と社会的責任を果たすことを経営の基本方針としており

ます。そのために、「ＩＳＯ９００１」・「ＩＳＯ１４００１」・「ＩＳＯ２７００１」など各種認証

を取得し、サービスの品質向上に力を注いでおります。 

また、「人、街、社会、地球」を取り巻く環境の保全を重要な経営課題と認識し、省エネルギーや地

球温暖化防止に関する提案などを通して、可能な限り環境に配慮していく考えであります。 

  

当社グループは、事業拡大を通じて企業価値の持続的な向上を図る観点から、以下を目標とする経営

指標と考えております。 

① 売上高の拡大及び営業利益率の向上 

② 安定配当の維持 

  

当社グループは、永年にわたり培ってきた専門技術を背景に顧客満足度の向上につながるソリューシ

ョン営業や清掃・設備業務等の中核事業分野に加え、ＰＦＩ事業・指定管理者業務をはじめとしたＰＰ

Ｐ分野、およびプロパティマネジメント業務などの関連事業分野に対し、バランス良く積極的に営業展

開することにより、業務拡大を図ってまいります。 

また、マーケット変化、お客様の求める品質と多様化するニーズに的確に対応する業務体制を構築す

るため、専門技術の更なる追求、品質管理の強化を図るとともに、社内業務プロセスの見直しやＩＴシ

ステムの有効活用により業務効率向上を図り、高品質サービスの提供および収益構造の改善を実践して

まいります。さらに、従来から取り組んでおります省エネルギーおよび地球温暖化防止に関する提案な

どの環境活動をより一層推進し、社会に貢献してまいる所存であります。 

これらの実現に向け、当社グループは、次の重点施策を掲げ推進しております。 

・マネジメント体制の再構築による業務効率化と収益構造の改善  

・企画提案力・総合力の最大化による、ＰＦＩ事業・指定管理者業務をはじめとしたＰＰＰ分野、プ

ロパティマネジメント業務への積極展開 

・高度化、多様化する顧客ニーズにマッチしたサービス品質の向上 

・省エネルギー、ＣＯ2削減に関する提案力の強化 

・顧客の資産管理の観点に立ったリフォームや設備改修事業の強化 

・現場作業の生産性・品質の一層の向上を図るための、高い専門性を有する人材の育成 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,636,090 1,831,651

受取手形及び売掛金 2,296,404 2,455,917

未成業務支出金 70,634 17,556

貯蔵品 34,839 37,399

繰延税金資産 119,880 118,406

その他 212,987 216,474

貸倒引当金 △228 △245

流動資産合計 4,370,608 4,677,159

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,192,742 1,159,261

減価償却累計額 △619,340 △632,128

減損損失累計額 △9,620 －

建物及び構築物（純額） 563,781 527,132

土地 549,645 538,806

その他 141,809 144,134

減価償却累計額 △120,640 △122,160

その他（純額） 21,168 21,974

有形固定資産合計 1,134,595 1,087,913

無形固定資産   

のれん 39,943 25,418

リース資産 70,935 81,794

その他 23,877 19,676

無形固定資産合計 134,756 126,889

投資その他の資産   

投資有価証券 505,126 567,363

長期貸付金 215,141 196,470

保険積立金 925,104 1,030,484

差入保証金 318,046 335,488

繰延税金資産 102,514 91,292

その他 320,452 297,607

貸倒引当金 △62,396 △63,893

投資その他の資産合計 2,323,988 2,454,812

固定資産合計 3,593,340 3,669,615

資産合計 7,963,949 8,346,774
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 684,365 772,904

短期借入金 997,422 948,160

未払法人税等 68,671 89,392

賞与引当金 229,552 189,685

受注損失引当金 20,694 20,094

その他 1,032,821 1,130,698

流動負債合計 3,033,527 3,150,936

固定負債   

長期借入金 478,800 526,800

退職給付引当金 262,859 272,191

役員退職慰労引当金 89,715 89,715

リース債務 44,930 50,009

その他 63,648 63,513

固定負債合計 939,954 1,002,229

負債合計 3,973,481 4,153,165

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 2,700,560 2,853,545

自己株式 △16,461 △16,906

株主資本合計 3,974,458 4,126,998

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,873 30,653

為替換算調整勘定 △10,595 1,227

その他の包括利益累計額合計 △13,469 31,881

少数株主持分 29,478 34,728

純資産合計 3,990,467 4,193,609

負債純資産合計 7,963,949 8,346,774
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 16,379,087 16,325,918

売上原価 14,163,198 14,160,347

売上総利益 2,215,888 2,165,571

販売費及び一般管理費   

役員報酬 133,943 136,187

給料及び賞与 687,350 707,365

賞与引当金繰入額 33,536 38,830

退職給付引当金繰入額 5,822 6,785

貸倒引当金繰入額 515 △1,254

賃借料 252,009 237,337

その他 724,997 755,237

販売費及び一般管理費合計 1,838,175 1,880,489

営業利益 377,713 285,081

営業外収益   

受取利息 12,964 11,992

受取配当金 4,932 3,547

助成金収入 14,324 10,647

持分法による投資利益 16,943 27,668

保険返戻金 7,321 21,945

その他 10,078 12,255

営業外収益合計 66,564 88,056

営業外費用   

支払利息 15,662 14,867

投資事業組合運用損 － 7,563

保険解約損 4,582 －

その他 5,292 8,767

営業外費用合計 25,537 31,198

経常利益 418,741 341,940

特別利益   

固定資産売却益 － 1,409

投資有価証券売却益 － 2,832

特別利益合計 － 4,241

特別損失   

固定資産売却損 － 628

減損損失 9,294 －

投資有価証券売却損 － 5

投資有価証券評価損 3,000 －

特別損失合計 12,294 633

税金等調整前当期純利益 406,446 345,548
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 185,155 159,347

法人税等調整額 89,072 △5,729

法人税等合計 274,228 153,617

少数株主損益調整前当期純利益 132,218 191,930

少数株主利益 6,339 5,250

当期純利益 125,878 186,679
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 連結包括利益計算書 
（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 132,218 191,930

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,875 33,527

為替換算調整勘定 817 11,822

その他の包括利益合計 3,693 45,350

包括利益 135,911 237,280

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 129,571 232,029

少数株主に係る包括利益 6,339 5,250
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（３）連結株主資本等変動計算書 
（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 654,460 654,460

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 654,460 654,460

資本剰余金   

当期首残高 635,900 635,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 635,900 635,900

利益剰余金   

当期首残高 2,622,309 2,700,560

当期変動額   

剰余金の配当 △47,627 △47,602

当期純利益 125,878 186,679

持分法の適用範囲の変動 － 13,908

当期変動額合計 78,250 152,985

当期末残高 2,700,560 2,853,545

自己株式   

当期首残高 △15,683 △16,461

当期変動額   

自己株式の取得 △778 △444

当期変動額合計 △778 △444

当期末残高 △16,461 △16,906

株主資本合計   

当期首残高 3,896,985 3,974,458

当期変動額   

剰余金の配当 △47,627 △47,602

当期純利益 125,878 186,679

持分法の適用範囲の変動 － 13,908

自己株式の取得 △778 △444

当期変動額合計 77,472 152,540

当期末残高 3,974,458 4,126,998
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △5,749 △2,873

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,875 33,527

当期変動額合計 2,875 33,527

当期末残高 △2,873 30,653

為替換算調整勘定   

当期首残高 △11,413 △10,595

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 817 11,822

当期変動額合計 817 11,822

当期末残高 △10,595 1,227

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △17,162 △13,469

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,693 45,350

当期変動額合計 3,693 45,350

当期末残高 △13,469 31,881

少数株主持分   

当期首残高 23,138 29,478

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,339 5,250

当期変動額合計 6,339 5,250

当期末残高 29,478 34,728

純資産合計   

当期首残高 3,902,962 3,990,467

当期変動額   

剰余金の配当 △47,627 △47,602

当期純利益 125,878 186,679

持分法の適用範囲の変動 － 13,908

自己株式の取得 △778 △444

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10,032 50,600

当期変動額合計 87,505 203,141

当期末残高 3,990,467 4,193,609
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 406,446 345,548

減価償却費 84,812 92,802

固定資産売却損益（△は益） － △780

保険返戻金 △7,321 △21,945

投資有価証券評価損益（△は益） 2,962 163

投資事業組合運用損益（△は益） △1,208 7,563

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,137 9,331

貸倒引当金の増減額（△は減少） 515 1,513

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,245 △39,867

受取利息及び受取配当金 △17,897 △15,540

支払利息 15,662 14,867

売上債権の増減額（△は増加） 214,946 △156,456

たな卸資産の増減額（△は増加） △61,827 50,519

その他の流動資産の増減額（△は増加） 26,145 △7,722

仕入債務の増減額（△は減少） △120,546 88,539

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,767 △9,510

その他の流動負債の増減額（△は減少） 37,579 51,044

その他 11,179 4,252

小計 604,107 414,323

利息及び配当金の受取額 18,131 15,907

利息の支払額 △15,619 △14,935

法人税等の支払額 △311,169 △134,291

営業活動によるキャッシュ・フロー 295,449 281,003

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △19,245 △5,803

有形固定資産の売却による収入 － 12,505

無形固定資産の取得による支出 △360 △514

投資有価証券の取得による支出 △4,477 △1,311

投資有価証券の売却による収入 1,100 12,917

定期預金の預入による支出 △319,500 －

保険積立金の積立による支出 △44,689 △113,674

保険積立金の払戻による収入 48,648 16,103

長期前払費用の払戻による収入 － 69,175

貸付金の回収による収入 15,983 19,884

差入保証金の差入による支出 △45,167 △42,610

差入保証金の回収による収入 100,511 17,191

その他 △25,031 22,293

投資活動によるキャッシュ・フロー △292,228 6,156
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 222,230 △85,200

長期借入れによる収入 1,050,000 840,000

長期借入金の返済による支出 △978,612 △756,062

自己株式の取得による支出 △778 △444

配当金の支払額 △47,717 △47,506

リース債務の返済による支出 △34,515 △44,030

財務活動によるキャッシュ・フロー 210,606 △93,244

現金及び現金同等物に係る換算差額 △251 1,612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 213,575 195,529

現金及び現金同等物の期首残高 1,103,014 1,316,590

現金及び現金同等物の期末残高 1,316,590 1,512,119
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該当事項はありません。 

  

  

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 

４ 社 

連結子会社の名称 

㈱ビステム・クリーン 

㈱クリーンメイト 

共和防災設備㈱ 

エヌケー建物管理㈱ 

  

(イ) 持分法を適用した関連会社数 

10社 

会社等の名称 

上海陸家嘴貝思特物業管理有限公司、上海環月物業管理有限公司、㈱モマ神奈川パートナーズ、墨

田コートハウスサービス㈱、はるひ野コミュニティサービス㈱、グリーンファシリティーズ瀬谷

㈱、調和小学校市民サービス㈱、駒場オープンラボPFI㈱、㈱多摩オールフラッツ、アートプレッ

クス戸塚㈱ 

 なお、当連結会計年度より重要性が増したことから、グリーンファシリティーズ瀬谷㈱、調和小学

校市民サービス㈱、駒場オープンラボPFI㈱、㈱多摩オールフラッツ、アートプレックス戸塚㈱を持

分法適用の関連会社に含めています。 

(ロ) 持分法を適用しない関連会社の会社等の名称 

メディカル・サニテーション・サービス㈱、㈱大和コミュニティーシステム、エコテクノロジー㈱

持分法を適用しない理由 

持分法を適用していない関連会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

  

連結子会社の決算日は、いずれも平成24年12月31日であります。 

連結財務諸表作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、平成25年１月

１日から平成25年３月31日までの期間に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行っておりま

す。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１  連結の範囲に関する事項

２  持分法の適用に関する事項

３  連結子会社の事業年度等に関する事項
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時価のあるもの 

決算期末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

原価は移動平均法により算定) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合への出資(金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの)については、組合規約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算を

基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。 

個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

最終仕入原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用し

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。 

建物及び構築物      22～47年 

自社利用目的のソフトウェアは見込利用可能期間(５年)に基づく定額法 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

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、貸倒懸念債権及び

破産更生債権等特定債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上

しております。 

４  会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①  有価証券

  その他有価証券

②  たな卸資産

イ  未成業務支出金

ロ  貯蔵品

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①  有形固定資産（リース資産を除く）

②  無形固定資産（リース資産を除く）

③  リース資産

(3) 重要な引当金の計上基準

①  貸倒引当金

②  賞与引当金
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役員賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しております。

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における未完了契約残高のうち損失の

発生が見込まれ、かつその損失見込額を合理的に見積もることができるものについて、当該損失見込

額を計上しております。 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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。 

なお、数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理しております 

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しておりま

す。 

なお、平成19年５月16日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議し、平成19年

６月28日開催の定時株主総会において、同総会終結時までの在任期間に対応する退職慰労金を各役員

の退任時に支給することを決議いたしました。各役員の退職慰労金の額は退任時に確定いたします。

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。 

また、持分法適用の在外関連会社は、当該関連会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。 

のれんについては、８年間の均等償却を行っております。 

手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

  

  

   (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

③  役員賞与引当金

④  受注損失引当金

⑤  退職給付引当金

⑥  役員退職慰労引当金

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

(5) のれんの償却方法及び償却期間

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

（７）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

当社グループは、建築物総合サービス事業を主たる事業としており、その他にホテル業、居宅介護サ

ービス業、トナー販売業、不動産賃貸業を行っておりますが、これらの売上高、営業利益及び資産の金

額は、それぞれ僅少でありますので、報告セグメントは建築物総合サービス事業のみとなり、その他の

事業は全体として重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

 当社グループは、建築物総合サービス事業を主たる事業としており、その他にホテル業、居宅介護サ

ービス業、トナー販売業、不動産賃貸業を行っておりますが、これらの売上高、営業利益及び資産の金

額は、それぞれ僅少でありますので、報告セグメントは建築物総合サービス事業のみとなり、その他の

事業は全体として重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

１株当たり純資産額及び算定上の基礎並びに１株当たり当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。 
  

 
  

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度末
(平成24年３月31日)

当連結会計年度末
(平成25年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 832円07銭 873円90銭

 (算定上の基礎)

純資産の部の合計額(千円) 3,990,467 4,193,609

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 29,478 34,728

（うち少数株主持分） (29,478) (34,728)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 3,960,989 4,158,880

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株

式の数(株)
4,760,383 4,758,989

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益金額 26円43銭 39円22銭

 (算定上の基礎)

当期純利益(千円) 125,878 186,679

普通株式に係る当期純利益(千円) 125,878 186,679

普通株式の期中平均株式数(株) 4,762,380 4,760,027
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 株式会社関東消防機材の株式取得(子会社化)について 

  当社は、平成25年３月14日開催の取締役会において、株式会社関東消防機材の発行済株式の全株式

を取得することを決議しました。 

(1)株式取得の目的 

   株式会社関東消防機材は、消防設備の設計・施工・販売・保守管理業務を事業内容とし、既に子

会社である共和防災設備株式会社とあわせ消防設備業務で２拠点体制が確立されることになり、顧客

に対しより迅速かつ高品質なサービスの提供が図れるものと判断し、株式取得を合意しました。 

(2)買収する会社の概要 

   名称   株式会社関東消防機材 

   事業内容 消防設備の設計・施工・販売・保守管理 

   資本金  15,000千円  

(3)株式取得の日 

   平成25年４月２日 

(4)取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

   取得株式数   10,000株 

   取得価額    85,000千円 

   取得後持分比率  100％ 

  

  

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,419,829 1,590,838

受取手形 29,348 10,871

売掛金 2,258,500 2,442,089

未成業務支出金 70,634 17,556

貯蔵品 39,443 40,796

前払費用 139,896 145,964

繰延税金資産 117,680 116,158

未収入金 41,676 35,873

短期貸付金 17,816 16,602

その他 14,642 17,709

貸倒引当金 △228 △245

流動資産合計 4,149,240 4,434,215

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,154,538 1,120,974

減価償却累計額 △587,384 △599,315

減損損失累計額 △9,620 －

建物（純額） 557,533 521,658

構築物 19,716 19,716

減価償却累計額 △15,935 △16,475

構築物（純額） 3,780 3,240

船舶 46,000 46,000

減価償却累計額 △45,374 △45,999

船舶（純額） 625 0

工具、器具及び備品 60,041 54,602

減価償却累計額 △52,115 △48,790

工具、器具及び備品（純額） 7,925 5,811

土地 549,645 538,806

リース資産 15,337 26,978

減価償却累計額 △8,082 △13,234

リース資産（純額） 7,255 13,743

有形固定資産合計 1,126,765 1,083,260

無形固定資産   

ソフトウエア 1,764 432

リース資産 70,935 81,794

電話加入権 14,856 14,856

無形固定資産合計 87,556 97,083
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 400,008 435,451

関係会社株式 236,200 236,200

出資金 2,640 2,610

関係会社出資金 73,187 73,187

長期貸付金 137,021 122,650

関係会社長期貸付金 77,700 73,600

破産更生債権等 76,571 53,727

長期前払費用 135,846 105,053

繰延税金資産 102,514 91,292

保険積立金 924,429 1,029,772

会員権 36,882 36,882

差入保証金 301,265 318,845

その他 572 572

貸倒引当金 △96,966 △78,859

投資その他の資産合計 2,407,872 2,500,987

固定資産合計 3,622,194 3,681,332

資産合計 7,771,435 8,115,547

負債の部   

流動負債   

買掛金 689,012 771,800

短期借入金 399,760 314,560

1年内返済予定の長期借入金 597,662 633,600

リース債務 35,664 47,595

未払金 138,091 158,356

未払費用 333,684 312,897

未払法人税等 57,150 77,084

未払消費税等 64,448 54,514

前受金 259,367 355,639

預り金 109,622 119,626

賞与引当金 223,788 183,667

受注損失引当金 20,694 20,094

その他 3,345 3,166

流動負債合計 2,932,290 3,052,603

固定負債   

長期借入金 478,800 526,800

関係会社長期借入金 85,000 95,000

リース債務 44,930 50,009

退職給付引当金 259,457 267,977

役員退職慰労引当金 89,715 89,715
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

その他 42,603 42,603

固定負債合計 1,000,507 1,072,106

負債合計 3,932,798 4,124,710

純資産の部   

株主資本   

資本金 654,460 654,460

資本剰余金   

資本準備金 635,900 635,900

資本剰余金合計 635,900 635,900

利益剰余金   

利益準備金 163,615 163,615

その他利益剰余金   

別途積立金 1,545,000 1,545,000

繰越利益剰余金 858,997 978,115

利益剰余金合計 2,567,612 2,686,730

自己株式 △16,461 △16,906

株主資本合計 3,841,510 3,960,183

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,873 30,653

評価・換算差額等合計 △2,873 30,653

純資産合計 3,838,637 3,990,837

負債純資産合計 7,771,435 8,115,547
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（２）損益計算書 
（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

売上高 15,338,848 15,483,706

売上原価 13,454,260 13,611,595

売上総利益 1,884,587 1,872,110

販売費及び一般管理費   

役員報酬 117,150 118,946

給料及び賞与 576,327 614,603

賞与引当金繰入額 32,590 36,666

退職給付引当金繰入額 5,821 5,507

法定福利費 97,205 103,897

福利厚生費 67,872 67,666

支払手数料 81,750 83,469

保険料 58,026 57,363

賃借料 208,647 206,225

減価償却費 62,356 72,879

貸倒引当金繰入額 1,143 △20,858

その他 251,244 273,561

販売費及び一般管理費合計 1,560,137 1,619,928

営業利益 324,450 252,182

営業外収益   

受取利息 12,918 11,967

受取配当金 16,924 18,791

助成金収入 14,324 10,647

保険返戻金 7,321 21,945

受取手数料 6,837 2,577

その他 11,141 11,578

営業外収益合計 69,467 77,508

営業外費用   

支払利息 18,058 16,336

投資事業組合運用損 － 7,563

保険解約損 4,582 －

その他 5,077 8,742

営業外費用合計 27,718 32,642

経常利益 366,199 297,048

特別利益   

固定資産売却益 － 1,409

投資有価証券売却益 － 2,832

抱合せ株式消滅差益 127,749 －

特別利益合計 127,749 4,241

㈱ハリマビステム (9780) 平成25年3月期決算短信

23



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 － 628

投資有価証券売却損 － 5

投資有価証券評価損 3,000 －

減損損失 9,294 －

特別損失合計 12,294 633

税引前当期純利益 481,654 300,656

法人税、住民税及び事業税 159,881 139,618

法人税等調整額 91,273 △5,682

法人税等合計 251,154 133,935

当期純利益 230,500 166,720
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【売上原価明細書】

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

区分 金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ  役務提供原価
１  労務費 7,475,400 7,084,618
２  外注費 5,305,913 5,788,919
３  その他経費 580,012 13,361,326 99.3 535,359 13,408,897 98.5
Ⅱ  商品仕入原価 92,934 0.7 202,697 1.5
  当期売上原価 13,454,260 100.0 13,611,595 100.0
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（３）株主資本等変動計算書 
（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 654,460 654,460

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 654,460 654,460

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 635,900 635,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 635,900 635,900

資本剰余金合計   

当期首残高 635,900 635,900

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 635,900 635,900

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 163,615 163,615

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 163,615 163,615

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 1,545,000 1,545,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,545,000 1,545,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 676,125 858,997

当期変動額   

剰余金の配当 △47,627 △47,602

当期純利益 230,500 166,720

当期変動額合計 182,872 119,118

当期末残高 858,997 978,115

利益剰余金合計   

当期首残高 2,384,740 2,567,612

当期変動額   

剰余金の配当 △47,627 △47,602
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当期純利益 230,500 166,720

当期変動額合計 182,872 119,118

当期末残高 2,567,612 2,686,730

自己株式   

当期首残高 △15,683 △16,461

当期変動額   

自己株式の取得 △778 △444

当期変動額合計 △778 △444

当期末残高 △16,461 △16,906

株主資本合計   

当期首残高 3,659,416 3,841,510

当期変動額   

剰余金の配当 △47,627 △47,602

当期純利益 230,500 166,720

自己株式の取得 △778 △444

当期変動額合計 182,093 118,673

当期末残高 3,841,510 3,960,183

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △5,749 △2,873

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,875 33,527

当期変動額合計 2,875 33,527

当期末残高 △2,873 30,653

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △5,749 △2,873

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,875 33,527

当期変動額合計 2,875 33,527

当期末残高 △2,873 30,653

純資産合計   

当期首残高 3,653,667 3,838,637

当期変動額   

剰余金の配当 △47,627 △47,602

当期純利益 230,500 166,720

自己株式の取得 △778 △444

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,875 33,527

当期変動額合計 184,969 152,200

当期末残高 3,838,637 3,990,837
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 該当事項はありません。 

  

  

６．その他

     役員の異動
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