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  (百万円未満切捨て）

（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  6,859  5.4  450  △14.2  445  △14.8  235  △0.4

24年３月期第３四半期  6,507  15.9  525  42.7  523  36.5  235  22.5

（注）包括利益 25年３月期第３四半期 237百万円（ ％） △0.1   24年３月期第３四半期 237百万円 （ ％） 23.1

  
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  48.23  －

24年３月期第３四半期  48.42  －

  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月期第３四半期  6,947  4,868  70.1  999.07

24年３月期  7,428  4,753  64.0  975.40

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 4,868百万円   24年３月期 4,753百万円 

  
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  － 12.50 －  12.50 25.00

25年３月期  － 12.50 －   

25年３月期（予想）    12.50 25.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

  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  9,200  3.9  625  △7.7  621  △8.9  333  59.5  68.33

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

 

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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： 有

（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の

作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。

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

（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上

の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期３Ｑ 6,206,496株 24年３月期 6,206,496株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 1,333,039株 24年３月期 1,333,039株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 4,873,457株 24年３月期３Ｑ 4,873,469株

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連結財務諸表に対するレビュー手続は終了していません。

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料２ページ 「１．当四

半期決算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」をご覧下さい。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年12月31日）におけるわが国経済は、震災復興需要など

が下支えするなかで、世界経済を巡る不確実性から欧州や中国向けの輸出の落ち込みや設備投資が弱含みとなって

おり、依然、景気の先行きが不透明な状況にあります。 

 情報サービス産業におきましては、経済産業省が公表する特定サービス産業動態統計によると月次売上高の前年

同月比推移は、プラス基調へ転換したものの、回復の動きは鈍く、ユーザー企業のソフトウエア投資に対する慎重

な姿勢は継続されている状況で推移しました。 

 この中にあって当社グループは、重点戦略顧客を明確にし、顧客対応力を強化することにより、受注の拡大を図

ってまいりました。 

 その結果、連結売上高は6,859百万円（対前年同四半期増減率5.4％増）、営業利益は450百万円（同14.2％

減）、経常利益は445百万円（同14.8％減）、四半期純利益は235百万円（同0.4％減）となりました。 

 売上高につきましては、システムの企画／設計・開発フェーズで提供するシステム・ソリューションサービス

は、金融及び流通業界向け案件の受注拡大などにより、4,194百万円（同13.5％増）となりました。また、システ

ムの稼働後に提供するシステム・メンテナンスサービスは、非金融業界向けの案件は拡大しましたが、銀行及び証

券業界向けのエンド・ユーザーとの取引が縮小したことなどにより、2,664百万円（同5.3％減）となりました。利

益面につきましては、社員の定着率の向上に伴い退職給付債務が増加し数理計算上の差異80百万円を一括償却した

こと及び事業所移転に伴う特別損失計上37百万円などにより、前年同四半期と比べ減益となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の資産合計は6,947百万円と前連結会計年度末（7,428百万円）と比較し480百万円

減少しました。主な要因は、現金及び預金の216百万円減少などにより流動資産合計が204百万円減少及び長期預金

の300百万円減少などにより固定資産合計が275百万円減少したことによるものであります。 

 負債合計は2,078百万円と前連結会計年度末（2,674百万円）と比較し595百万円減少しました。主な要因は、退

職給付引当金の91百万円増加などにより固定負債合計が134百万円増加した一方、流動負債のその他に含まれてい

る未払金の減少などにより流動負債合計が730百万円減少したことなどによるものであります。 

 純資産合計は4,868百万円と前連結会計年度末（4,753百万円）と比較し115百万円増加しました。主な要因は、

当四半期純利益235百万円の計上による増加、剰余金の配当121百万円による減少などであります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年３月期通期の連結業績予想につきましては、変更はありません。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算   

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

    

（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） 

  当社及び国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

  これにより、従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ1,056千円増加しております。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（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 3,070,995 2,854,104

売掛金 1,108,603 1,086,079

仕掛品 31,879 63,481

その他 417,422 420,270

流動資産合計 4,628,899 4,423,935

固定資産   

有形固定資産 37,449 81,585

無形固定資産 31,531 38,288

投資その他の資産   

長期預金 1,670,000 1,370,000

その他 1,062,534 1,036,261

貸倒引当金 △2,371 △2,371

投資その他の資産合計 2,730,163 2,403,890

固定資産合計 2,799,144 2,523,763

資産合計 7,428,044 6,947,699

負債の部   

流動負債   

買掛金 300,582 257,868

賞与引当金 469,459 240,904

役員賞与引当金 24,880 6,975

受注損失引当金 － 4,000

その他 967,179 522,108

流動負債合計 1,762,101 1,031,856

固定負債   

退職給付引当金 842,711 933,982

その他 69,640 112,940

固定負債合計 912,351 1,046,922

負債合計 2,674,452 2,078,778

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 4,283,192 4,396,424

自己株式 △882,807 △882,807

株主資本合計 4,755,151 4,868,383

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,559 537

その他の包括利益累計額合計 △1,559 537

純資産合計 4,753,592 4,868,921

負債純資産合計 7,428,044 6,947,699
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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 6,507,491 6,859,162

売上原価 5,153,564 5,638,332

売上総利益 1,353,926 1,220,830

販売費及び一般管理費 828,318 769,854

営業利益 525,608 450,975

営業外収益   

受取利息 3,459 3,011

保険返戻金 47 4,786

その他 2,830 2,797

営業外収益合計 6,337 10,595

営業外費用   

投資有価証券評価損 4,641 5,731

保険解約損 － 9,804

その他 3,593 35

営業外費用合計 8,235 15,571

経常利益 523,710 445,999

特別損失   

事務所移転費用 － 37,036

特別損失合計 － 37,036

税金等調整前四半期純利益 523,710 408,962

法人税等 287,735 173,894

少数株主損益調整前四半期純利益 235,975 235,068

四半期純利益 235,975 235,068

㈱ハイマックス(4299)　平成25年３月期 第３四半期決算短信

- 4 -



（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 235,975 235,068

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,538 2,097

その他の包括利益合計 1,538 2,097

四半期包括利益 237,514 237,165

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 237,514 237,165

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

当社グループは、バリュー・ソリューションサービス事業の単一セグメントであるため、記載を省略しておりま

す。   

   

生産、受注及び販売の実績 

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りますが、サービス分野別の生産、受注及

び販売の状況を示すと、次のとおりであります。 

  

（１）生産実績 

（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 

（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）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

（５）セグメント情報等

４．補足情報

サービス分野別 

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） 

対前年同四半期増減率 

（％） 

システム・ソリューションサービス(千円)  4,217,520  11.6

システム・メンテナンスサービス(千円)  2,672,166  △5.6

合計(千円)  6,889,686  4.3

サービス分野別 

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） 

受注高 
対前年同四半期 

増減率（％） 
受注残高 

対前年同四半期 

増減率（％） 

システム・ソリューションサービス(千円)  4,230,867  15.2  909,653  33.3

システム・メンテナンスサービス(千円)  2,661,421  0.3  499,796  △7.8

合計(千円)  6,892,288  9.0  1,409,449  15.1
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（３）販売実績 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

また、業種別販売実績は次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   

   

   

サービス分野別 

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） 

対前年同四半期増減率 

（％） 

システム・ソリューションサービス(千円)  4,194,533  13.5

システム・メンテナンスサービス(千円)  2,664,629  △5.3

合計(千円)  6,859,162  5.4

業種別 

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） 

対前年同四半期増減率 

（％） 

金融 

銀行(千円)  991,817  5.0

証券(千円)  644,301  2.2

保険(千円)  3,673,282  1.8

金融小計(千円)  5,309,401  2.4

非金融 

公共(千円)  346,731  16.9

流通(千円)  230,157  31.2

クレジット(千円)  546,831  6.1

その他(千円)  426,040  26.4

非金融小計(千円)  1,549,760  17.0

合計(千円)  6,859,162  5.4
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