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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 12,084 0.5 220 △2.4 264 6.3 124 56.6
24年3月期第3四半期 12,028 0.8 225 △13.0 249 △8.8 79 △14.2

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 134百万円 （90.1％） 24年3月期第3四半期 70百万円 （5.8％）

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

25年3月期第3四半期 26.23 ―
24年3月期第3四半期 16.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 8,255 4,091 49.2
24年3月期 7,963 3,990 49.7
（参考） 自己資本  25年3月期第3四半期  4,057百万円 24年3月期  3,960百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ― 5.00 ―
25年3月期（予想） 5.00 10.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 16,200 △1.1 370 △2.0 400 △4.5 205 62.9 43.06



(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 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料３ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期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。 

※  注記事項

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3Q 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3Q 52,674 株 24年3月期 51,864 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 4,760,221 株 24年3月期3Q 4,762,745 株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、東日本大震災の復興需要などにより、緩やかながら景気

は回復傾向が見られたものの、欧州債務危機や長引く円高の影響で企業業績の下振れが懸念されるな

ど、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、安全で快適な環境維持と省エネルギーに対する顧客のニーズ

が高まっておりますが、その反面デフレ経済下で景気動向や企業業績などの先行きが見通せないため、

顧客の施設維持管理コストの削減意識は依然として高く、厳しい状況が続いております。  

当社グループは、そうした顧客ニーズに応えるべく、新たな省電力システムの提案を積極的に推し進

めるとともに、顧客の視点に立った専門性の高いサービスをより迅速に提供できる体制を整え、今まで

に増して高品質なサービスの提供で、多様化・高度化する顧客ニーズに応え、取引基盤の強化と業容拡

大に取り組んでまいりました。 

その結果、当第３四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に係る売上が

前年同期を上回るとともに、期中の新規案件に係る売上も順調に推移したことにより、前年同期比56百

万円(0.5%)増加の120億84百万円となりました。 

また、利益面におきましては、営業利益は前年同期比５百万円(2.4%)減少の２億20百万円、経常利益

は同15百万円(6.3%)増加の２億64百万円となり、四半期純利益につきましては、同45百万円(56.6%)増

加の１億24百万円となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比２億91百万円増加の82億55百万円とな

りました。特に流動資産が２億71百万円増加しておりますが、これは、現金及び預金が７億31百万円増

加したこと、ならびに売掛債権の回収に伴い受取手形及び売掛金が３億49百万円、繰延税金資産が72百

万円それぞれ減少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１億90百万円増加の41億64百万円となりました。これは、長短借入金合計

が１億23百万円増加したこと、およびリース債務(固定負債)が17百万円増加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１億24百万円計上による増加、配当金の支払による47百万円の

減少等により、前連結会計年度末比１億円増加の40億91百万円となりました。一方、自己資本比率は負

債の増加により前連結会計年度末比0.5ポイント減少の49.2%となっております。 

  

  

連結業績予想は、平成24年５月14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。  

  

  

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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。 

  

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（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）

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 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第3四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,636,090 2,367,148

受取手形及び売掛金 2,296,404 1,946,833

未成業務支出金 70,634 37,350

貯蔵品 34,839 33,637

繰延税金資産 119,880 47,442

その他 212,987 210,213

貸倒引当金 △228 △191

流動資産合計 4,370,608 4,642,434

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 563,781 539,851

土地 549,645 538,806

その他（純額） 21,168 24,736

有形固定資産合計 1,134,595 1,103,394

無形固定資産   

のれん 39,943 29,050

リース資産 70,935 92,253

その他 23,877 20,422

無形固定資産合計 134,756 141,725

投資その他の資産   

保険積立金 925,104 1,016,459

繰延税金資産 102,514 95,209

その他 1,358,766 1,319,698

貸倒引当金 △62,396 △63,716

投資その他の資産合計 2,323,988 2,367,651

固定資産合計 3,593,340 3,612,771

資産合計 7,963,949 8,255,205
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第3四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 684,365 587,903

短期借入金 997,422 914,650

未払法人税等 68,671 13,111

賞与引当金 229,552 99,602

受注損失引当金 20,694 12,103

その他 1,032,821 1,372,428

流動負債合計 3,033,527 2,999,799

固定負債   

長期借入金 478,800 685,200

退職給付引当金 262,859 264,012

役員退職慰労引当金 89,715 89,715

リース債務 44,930 61,932

その他 63,648 63,513

固定負債合計 939,954 1,164,374

負債合計 3,973,481 4,164,173

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 2,791,725

自己株式 △16,461 △16,714

株主資本合計 3,974,458 4,065,371

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 2,604

為替換算調整勘定 △10,595 △10,459

その他の包括利益累計額合計 △13,469 △7,855

少数株主持分 29,478 33,514

純資産合計 3,990,467 4,091,031

負債純資産合計 7,963,949 8,255,205
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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３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 12,028,037 12,084,239

売上原価 10,417,518 10,485,397

売上総利益 1,610,518 1,598,841

販売費及び一般管理費   

役員報酬 100,517 101,668

給料及び賞与 520,789 536,617

賞与引当金繰入額 21,426 22,832

賃借料 191,761 175,602

貸倒引当金繰入額 1,452 △1,285

その他 548,721 542,904

販売費及び一般管理費合計 1,384,667 1,378,340

営業利益 225,850 220,501

営業外収益   

受取利息 9,815 9,154

受取配当金 4,212 3,547

持分法による投資利益 11,041 16,981

保険返戻金 6,983 21,179

その他 13,925 18,200

営業外収益合計 45,977 69,064

営業外費用   

支払利息 12,133 11,197

投資事業組合運用損 1,111 7,691

保険解約損 4,582 －

その他 4,986 5,983

営業外費用合計 22,814 24,872

経常利益 249,013 264,693

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

投資有価証券売却損 － 5

特別損失合計 － 633

税金等調整前四半期純利益 249,013 268,300

法人税、住民税及び事業税 73,423 62,805

法人税等調整額 91,098 76,598

法人税等合計 164,522 139,404

少数株主損益調整前四半期純利益 84,491 128,896

少数株主利益 4,780 4,036

四半期純利益 79,711 124,859

㈱ハリマビステム（9780）平成25年3月期 第3四半期決算短信

6



 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 84,491 128,896

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,100 5,477

為替換算調整勘定 △1,633 136

その他の包括利益合計 △13,733 5,613

四半期包括利益 70,757 134,510

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 65,977 130,473

少数株主に係る四半期包括利益 4,780 4,036
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該当事項はありません。  

  

  

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

㈱ハリマビステム（9780）平成25年3月期 第3四半期決算短信

8


