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平成 20 年４月 25 日 

 

各  位 

会 社 名 株式会社アイ・エス・ビー 

代表者名 代表取締役社長 若尾 逸雄 

（コード番号 ９７０２ 東証第二部） 

問合せ先 常務取締役管理本部長 大西 明 

（ＴＥＬ. ０３－３４９０－１７６１） 

 

 

特別損失等の発生並びに平成 20 年 12 月期通期・中間期（連結・個別）業績予想の

修正に関するお知らせ 

 

平成20年12月期 第１四半期財務・業績の概況の連結業績予想に関する定性的情報で、当社連結子会

社であるアイエスビー・ブレインズ株式会社のソフトウエア受託開発に係る不採算プロジェクトの発

生による影響額が売上高・営業利益・経常利益とも３億20百万円程度見込まれ、平成20年12月期業績

予想の修正が必要としておりましたが、今般平成20年12月期中間期連結決算において売上高・営業利

益・経常利益とも３億25百万円減少、同個別決算においては特別損失３億60百万円の計上と影響額が

確定したためその概要をお知らせいたします。 

これにより、平成20年12月期（平成20年１月１日 ～ 平成20年12月31日）の中間（個別・連結）及

び通期（個別・連結）の業績予想を修正いたします。 

 

記 

 

１．特別損失の計上について 

 

連結子会社アイエスビー・ブレインズ株式会社の不採算プロジェクトの発生により、同社が債務

超過に転落したため、同社への貸付金に対する貸倒引当金繰入額３億30百万円及び株式の評価損30

百万円（同社資本金の100％）の計３億60百万円の特別損失を計上することといたしました。この特

別損失は、平成20年12月期中間期個別決算に計上されますが、連結決算において計上はありません。

また、サブプライムローンの影響による投資有価証券の評価損18百万円を見込でおります。 

なお、これらによる影響額は連結ベースの特別損失で77百万円、個別では特別損失３億78百万円

となりました。 

 

２．特別利益の計上について 

 

当社は、退職給付制度に退職一時金制度と適格退職年金制度を採用しておりましたが、平成20年

４月１日より退職給付制度を変更し、従来の退職一時金制度および適格退職年金制度を確定拠出年

金制度へと移行いたしました。 

本制度移行により、確定拠出年金制度への移行に伴う終了益として平成20年12月期中間期連結及

び個別決算において、90百万円を特別利益に計上いたします。 
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３．平成 20 年 12 月期連結業績予想の修正 

(1) 中間期（平成 20 年１月１日 ～ 平成 20 年６月 30 日） 
（金額の単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 税前利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

前回発表予想（Ａ） 6,750 380 400 400 210 48.78

今回修正予想（Ｂ） 6,350 △73 △58 △44 △55 △13.17

増減額（Ｂ－Ａ） △400 △453 △458 △444 △265 －

増減率（％） △5.9 － － － － －

 
(2) 通期（平成 20 年１月１日 ～ 平成 20 年 12 月 31 日） 

（金額の単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 税前利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

前回発表予想（Ａ） 14,400 970 1,000 1,000 530 123.11

今回修正予想（Ｂ） 13,300 450 480 493 220 52.68

増減額（Ｂ－Ａ） △1,100 △520 △520 △507 △310 －

増減率（％） △7.6 △53.6 △52.0 △50.7 △58.5 －

 
(3) 連結業績予想の修正理由 
 
（中間期） 

売上高につきましては、連結子会社アイエスビー・ブレインズによる不採算プロジェクトの発

生と、大手メーカの携帯端末開発からの撤退や開発費の抑制により、受注の減少が当初の予想を

上回り、業績予想を４億円下回り、63億50百万円となる見込みであります。 

営業利益につきましては、連結子会社アイエスビー・ブレインズによる不採算プロジェクトの

発生と、携帯端末開発の減少により、業績予想を４億53百万円下回り、△73百万円の赤字となる

見込みであります。 

経常利益につきましても、営業利益同様に業績予想を４億58百万円下回り、△58百万円の赤字

となる見込みであります。 

当期純利益につきましては、退職給付制度の移行に伴う特別利益90百万円とその他特別損失77

百万円の発生もあり、業績予想を２億65百万円下回る、△55百万円の赤字となる見込みでありま

す。 

 
（通期） 

売上高につきましては、携帯端末開発の減少が下期も続く見込で、子会社の売上も下回る見込

となり、業績予想を11億円下回る133億円へ修正いたします。 

営業利益につきましては、売上高の減少に伴い業績予想を５億20百万円下回る４億50百万円へ

修正いたします。 

経常利益につきましては、営業利益同様に業績予想を５億20百万円下回る４億80百万円へ修正

いたします。 

当期純利益につきましては、業績予想を３億10百万円下回る２億20百万円へ修正いたします。 
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４．平成 20 年 12 月期個別業績予想の修正 

(1) 中間期（平成 20 年１月１日 ～ 平成 20 年６月 30 日） 
（金額の単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 税前利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

前回発表予想（Ａ） 6,100 360 370 370 200 46.45

今回修正予想（Ｂ） 5,900 214 230 △58 △65 △15.56

増減額（Ｂ－Ａ） △200 △146 △140 △428 △265 －

増減率（％） △3.3 △40.6 △37.8 － － －

 
(2) 通期（平成 20 年１月１日 ～ 平成 20 年 12 月 31 日） 

（金額の単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 税前利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益

前回発表予想（Ａ） 13,000 900 935 935 490 113.82

今回修正予想（Ｂ） 12,200 710 740 452 190 45.50

増減額（Ｂ－Ａ） △800 △190 △195 △483 △300 －

増減率（％） △6.2 △21.1 △20.9 △51.7 △61.2 －

 
(3) 個別業績予想の修正理由 
 
（中間期） 

売上高につきましては、大手メーカの携帯端末開発からの撤退や開発費の抑制により、受注の

減少が当初の予想を上回り、業績予想を２億円下回り、59億円となる見込みであります。 

営業利益につきましては、携帯端末開発の減少により、業績予想を１億46百万円下回り、２億

14百万円となる見込みであります。 

経常利益につきましても、営業利益同様に業績予想を１億40百万円下回り、２億30百万円とな

る見込みであります。 

当期純利益につきましては、特別利益90百万円と特別損失３億78百万円の発生もあり、業績予

想を２億65百万円下回る、△65百万円の赤字となる見込みであります。 

 
（通期） 

売上高につきましては、携帯端末開発の減少が下期も続く見込で、業績予想を８億円下回る122

億円へ修正いたします。 

営業利益につきましては、売上高の減少に伴い業績予想を１億90百万円下回る７億10百万円へ

修正いたします。 

経常利益につきましては、営業利益同様に業績予想を１億95百万円下回る７億40百万円へ修正

いたします。 

当期純利益につきましては、特別利益90百万円と特別損失３億78百万円の発生もあり、業績予

想を３億円下回る１億90百万円へ修正いたします。 
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５．期末配当金について 

 

平成 20 年２月 14 日公表の「平成 19 年 12 月期 決算短信  (3）利益配分に関する基本方針及

び当期・次期の配当  （次期の見通し）」に記載いたしましたとおり、１株当たり年間配当金は、

35 円（普通配当 15 円、特別配当 20 円）を予定しております。 

 

（注）本資料の業績予想等につきましては、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、実際の業績は様々な要因により予想と異なる可能性がありま

す。 

 

 

以上 


