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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 7,505 ― △215 ― △191 ― △181 ―
20年3月期第1四半期 7,181 △5.0 △332 ― △298 ― △151 ―

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

21年3月期第1四半期 △4.22 ―
20年3月期第1四半期 △3.40 ―

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

21年3月期第1四半期 59,855 45,366 75.6 1,063.53
20年3月期 59,950 45,826 76.3 1,061.84

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  45,258百万円 20年3月期  45,718百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 7.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 17,900 0.2 400 ― 420 ― 360 ― 8.46
通期 38,500 △5.9 1,650 8.6 1,680 5.2 1,480 ― 34.78

4.  その他 
(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) 簡便な会計処理及び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、３ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。なお、上記業績予想に関する事項は、２ページをご参照ください。 
(2)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  48,000,000株 20年3月期  50,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  5,445,150株 20年3月期  6,944,490株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  42,930,268株 20年3月期第1四半期  44,677,473株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した信用収縮懸念も燻ぶる中、原

油価格の高騰や原材料価格の値上がりが企業収益を圧迫し、生活必需品を中心に物価上昇が見え始めるなど、景気は

総じて調整色の強い展開となりました。

　一方、情報サービス産業を取り巻く環境は、堅調な企業の設備投資に支えられ、成長を維持しておりますが、技術

面の進展に加え、低価格、高品質への要請の強まりや提案の高度化など、お客さまの厳しいニーズへの対応が求めら

れております。

　このような市場環境の下で当社グループは、「高収益企業の確立」を目指して、収益基盤の充実、安定収益の確保、

事業基盤の拡大をはかる事業活動を展開してまいりました。 

　当第１四半期の金融分野は、生損保、証券からの需要が引続き好調であり堅調に推移いたしました。公共分野は、

主力商品である「WebRings」の受注が順調に推移し、制度変更などの対応に注力してまいりました。産業分野では、

ＥＲＰなどソフトウェア開発とアウトソーシング事業を推進してまいりました。

　これらの結果、当第１四半期における業績は、地方自治体向けや金融機関向け事業などの牽引により、売上高は75

億５百万円と前年同期比４.５％増の３億24百万円の増収となりました。営業損失は同１億17百万円改善の２億15百万

円となりました。これはソフトウェア開発の売上増や地方自治体ビジネスの収益改善などが寄与したことによるもの

です。経常損失は同１億６百万円改善の１億91百万円となりました。前年のような株式売却などによる特別利益87百

万円が当第１四半期にはなかったことから、四半期純損失は同29百万円増の１億81百万円となりました。

　なお、今年度より、中間期、期末時に実施しておりましたソフトウェア資産の償却を各四半期毎実施することとし、

当第１四半期に１億36百万円実施しました。これを加味すると営業利益ベースで２億53百万円の改善となります。

　事業部門別の業績は次のとおりであります。

　情報処理・通信サービス部門は、サービス業向け事業の減収により、前年同期比50百万円減の31億65百万円となり

ました。一方、ソフトウェア開発部門は、自動車部品業界向けＥＲＰ案件や損害保険業向け開発案件増加により、同

２億46百万円増の25億32百万円となりました。システム提供サービス部門は、生命保険業向けサービスや自治体向け

事業の進展により、同２億４百万円増の11億10百万円となりました。その他システム関連サービス部門は、同76百万

円減の６億95百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期における財政状態は、前期末と比較して、売掛債権の回収により売掛金が73億93百万円減少しました

が、現預金及び預け金が63億90百万円増加し、仕掛品が12億55百万円増加したため、流動資産は301億17百万円と、３

億65百万円の微増となりました。固定資産については大きな動きはございません。

　一方、負債は、仕入債務の減少および賞与引当金の増加などにより３億65百万円増加し144億89百万円となり、純資

産は、自己株式の消却や取得により、453億66百万円となりました。

　（連結キャッシュ・フローの概況）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売掛債権の回収などにより67億88百万円の収入となりました。また、投資

活動によるキャッシュ・フローは91百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは３億６百万円の支出となり、

現金及び現金同等物期末残高は、前期末と比較して63億90百万円増加し219億７百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社グループの売上高の計上は、ソフトウェア開発やシステム機器の納品等を含むシステム提供サービスでは、売

上高が第２四半期および第４四半期に集中する傾向があります。一方、固定費用は継続して発生しますので、当第１

四半期の収益は、低くなる構造となっております。

　当第１四半期については、ほぼ当初の見込みに沿った業績で推移しており、平成20年４月22日に発表した第２四半

期累計期間および通期の業績見通しについて変更はありません。

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予

想数値と異なる場合があります。

株式会社アイネス（9742）平成21年３月期　第１四半期決算短信

－2－



４．その他

（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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　１．簡便な会計処理

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。

　２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　税金費用については、当第１四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（純損失）に当該見積実効税率を乗じて計算して

おります。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　・会計処理基準に関する事項の変更

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．たな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたこと

に伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。これによる、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽

微であります。

３．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、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の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる、営業損失、経

常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 なお、リース取引開始日が適用初年度

開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来通り賃貸借取引により処理しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,881 10,490

受取手形及び売掛金 4,290 11,684

有価証券 85 85

仕掛品 2,374 1,118

貯蔵品 79 73

前払費用 365 349

繰延税金資産 948 948

預け金 9,000 5,000

その他 118 27

貸倒引当金 △25 △26

流動資産合計 30,117 29,751

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,599 17,595

減価償却累計額 △8,252 △8,148

建物及び構築物（純額） 9,347 9,446

工具、器具及び備品 4,345 4,302

減価償却累計額 △3,303 △3,214

工具、器具及び備品（純額） 1,041 1,087

土地 11,101 11,101

有形固定資産合計 21,490 21,635

無形固定資産   

ソフトウエア 1,530 1,639

その他 46 47

無形固定資産合計 1,577 1,686

投資その他の資産   

投資有価証券 711 813

長期前払費用 852 910

繰延税金資産 3,322 3,338

長期預金 700 700

その他 1,131 1,162

貸倒引当金 △47 △49

投資その他の資産合計 6,670 6,876

固定資産合計 29,737 30,199

資産合計 59,855 59,950
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,260 1,988

短期借入金 108 111

未払費用 1,231 1,293

未払法人税等 16 190

未払消費税等 149 337

前受金 1,249 274

引当金 1,734 1,069

賞与引当金 1,728 1,064

役員賞与引当金 5 4

その他 491 619

流動負債合計 6,241 5,885

固定負債   

引当金 8,023 8,034

退職給付引当金 7,805 7,725

役員退職慰労引当金 218 308

その他 224 204

固定負債合計 8,247 8,238

負債合計 14,489 14,124

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,457 31,457

資本剰余金 17,548 23,143

利益剰余金 805 △2,868

自己株式 △4,602 △6,039

株主資本合計 45,209 45,693

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 49 24

評価・換算差額等合計 49 24

新株予約権 31 27

少数株主持分 75 81

純資産合計 45,366 45,826

負債純資産合計 59,855 59,950
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 7,505

売上原価 6,621

売上総利益 883

販売費及び一般管理費 1,099

営業損失（△） △215

営業外収益  

受取利息 13

受取配当金 9

不動産賃貸料 9

その他 4

営業外収益合計 37

営業外費用  

支払利息 1

不動産賃貸費用 9

その他 1

営業外費用合計 12

経常損失（△） △191

特別利益  

投資有価証券売却益 2

関係会社株式売却益 14

その他 1

特別利益合計 18

特別損失  

固定資産除却損 0

その他 1

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純損失（△） △175

法人税等 11

少数株主損失（△） △5

四半期純損失（△） △181
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △175

減価償却費 508

賞与引当金の増減額（△は減少） 664

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 79

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △89

受取利息及び受取配当金 △23

支払利息 1

投資有価証券売却損益（△は益） △2

関係会社株式売却損益（△は益） △14

固定資産除却損 0

売上債権の増減額（△は増加） 8,370

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,261

その他の資産の増減額（△は増加） △113

仕入債務の増減額（△は減少） △773

その他の負債の増減額（△は減少） △257

その他 36

小計 6,951

利息及び配当金の受取額 23

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △184

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,788

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △0

有形固定資産の取得による支出 △72

有形固定資産の売却による収入 0

無形固定資産の取得による支出 △118

無形固定資産の売却による収入 0

長期前払費用の取得による支出 △67

投資有価証券の売却による収入 8

関係会社株式の売却による収入 150

短期貸付金の増減額（△は増加） △0

その他 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △91

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） △3

配当金の支払額 △0

リース債務の返済による支出 △0

自己株式の取得による支出 △302

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,390

現金及び現金同等物の期首残高 15,516

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,907
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　当連結グループの情報サービス業の売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割

合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　①自己株式の消却

　　　当社は、平成20年３月27日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、

以下のとおり実施いたしました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本剰余金が1,739百万円減少い

たしました。

　　１．消却した株式の種類

　　普通株式

２．消却した株式の数

　　2,000,000株（消却前の発行済株式総数の4.00％）

３．消却手続完了日

　　平成20年４月18日

・消却後の発行済株式総数 48,000,000株

　②剰余金の処分

　　　当社は、平成20年６月25日開催の定時株主総会の決議に基づき、欠損填補の目的で、資本剰余金の額を減少さ

せ、利益剰余金に振替えました。

　　１．減少した剰余金の項目とその額

その他資本剰余金　　3,854百万円

　　２．増加する剰余金の項目とその額

その他利益剰余金　　3,854百万円
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 7,181

Ⅱ　売上原価 6,447

売上総利益 733

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,066

営業損失（△） △332

Ⅳ　営業外収益 45

Ⅴ　営業外費用 10

経常損失（△） △298

Ⅵ　特別利益 87

Ⅶ　特別損失 16

税金等調整前四半期純損失（△） △227

法人税等 △70

少数株主損失（△） △4

四半期純損失（△） △151
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）　 △227

減価償却費 424

売上債権の増減額 6,982

たな卸資産の増減額 △1,367

仕入債務の増減額　 △1,249

その他 101

小計 4,663

法人税等の支払額 △157

その他 22

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,528

Ⅱ　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 △167

無形固定資産の取得による支出　 △244

その他 32

投資活動によるキャッシュ・フロー △379

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △289

自己株式の取得による支出　 △170

その他　 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △460

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 3,688

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 14,301

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 17,990

（３）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　当連結グループの情報サービス業の売上高、営業利益及び資産の金額は、いずれも全セグメントに占める割

合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年６月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。
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「参考」

四半期個別財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：百万円）

 

当第１四半期会計期間末

 

（平成20年６月30日）

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部     

　流動資産     

　現金及び預金  11,264  9,062

　受取手形及び売掛金  3,701  10,563

　有価証券  85  85

　仕掛品  2,304  1,064

　預け金  9,000  5,000

　その他  1,415  1,302

　貸倒引当金  △24  △25

流動資産合計  27,748  27,053

　固定資産     

　有形固定資産  20,134  20,276

　無形固定資産  1,534  1,640

　投資その他の資産  8,235  8,456

固定資産合計  29,904  30,373

　資産合計  57,652  57,426

負債の部     

　流動負債     

　支払手形及び買掛金  1,256  1,766

　未払法人税等  8  83

　その他  4,340  3,166

流動負債合計  5,605  5,016

　固定負債     

　退職給付引当金  7,357  7,280

　その他  339  372

固定負債合計  7,697  7,652

負債合計  13,303  12,668

純資産の部

　株主資本   

　　資本金 31,457 31,457

　　資本剰余金 17,548 23,143

　　利益剰余金 △134 △3,854

　　自己株式 △4,602 △6,039

　　株主資本合計 44,270 44,706

　評価・換算差額等   

　　その他有価証券評価差額金 47 23

　　評価・換算差額等合計 47 23

　新株予約権 31 27

純資産合計 44,349 44,757

負債純資産合計 57,652 57,426

（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。
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（２）四半期損益計算書

（単位：百万円）

当第１四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

前第１四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年６月30日）

売上高  6,497  6,170

売上原価  5,811  5,656

売上総利益  685  513

販売費及び一般管理費  908  897

営業損失（△）  △223  △383

営業外収益  125  130

営業外費用  33  32

経常損失（△）  △131  △285

特別利益  3  87

特別損失  0  16

税引前四半期純損失（△）  △128  △213

法人税等  5  △97

四半期純損失（△）  △134  △116

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。
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