
平成21年3月期 第3四半期決算短信 
平成21年1月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 アイネス 上場取引所 東 大 
コード番号 9742 URL http://www.ines.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 五十嵐 泰彦
問合せ先責任者 （役職名） 企画部長 （氏名） 永田 邦雄 TEL 045-912-5500

四半期報告書提出予定日 平成21年2月12日

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

21年3月期第3四半期 25,874 △2.5 600 ― 697 ― 588 ―
20年3月期第3四半期 26,526 △2.8 △490 ― △436 ― △5,382 ―

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3四半期 13.91 ―
20年3月期第3四半期 △121.12 ―

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3四半期 58,437 45,080 76.9 1,103.67
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3四半期  44,965百万円 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 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 38,500 △5.9 1,700 11.9 1,730 8.3 1,480 ― 36.33

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、３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3四半期  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3四半期  7,257,794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3四半期  42,319,174株 20年3月期第3四半期  44,442,650株



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３四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融

危機による世界経済の減速、株式市場の低迷及び円高の進行による企業収益の悪化から民間設備投資

が減少し、個人消費も低調に推移するなど景気の減速があきらかになってまいりました。

　情報サービス業界におきましては、第３四半期に入り、民間企業の中には、ＩＴ予算の見直しや凍

結を行うなど受注環境の厳しさが増し、今後の経営環境は不透明さを増しております。

　このような状況のなか、当社グループでは、顧客基盤を充実させ、不調プロジェクトの撲滅や原価

低減による収益構造の安定化に努めました。加えて、社会環境の変化及び顧客動向を的確に把握した

事業運営を行うために、事業構造改革に取り組み、事業部制を導入し事業部内に各営業本部を置きま

した。また、事業部とは独立した品質保証部、調達部を設置いたしました。

　その結果、第３四半期累計期間の業績は、地方自治体向けシステム提供サービスは堅調でしたが、

一方で昨年度のような大口の機器販売も無かったため、売上高は258億74百万円とほぼ見込み通りと

なりました。原価低減と不採算案件の撲滅により公共部門の収支が改善し、営業利益は６億円となり

ました。また、経常利益は６億97百万円となりました。この結果、当期利益は５億88百万円を計上い

たしました。

　商品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での減収がありましたが、金融機関向けＢＣ

Ｐビジネスや下期に入り公共部門の需要増などにより98億51百万円となりました。

　ソフトウェア開発部門は、下期に入り金融機関向け、サービス業向け事業の落込みにより83億31百

万円と前年同期比減収となりました。

　一方、システム提供サービス部門は、54億24百万円と前年同期比増収となりました。

昨年のような金融機関向け大口機器販売はありませんでしたが、公共向け案件や生命保険向けアウト

ソーシング事業の伸長によるものです。

　その他システム関連サービスは、22億67百万円となりました。

　事業部門別売上高の動向は次のとおりであります。

　公共分野の売上高は、59億75百万円と前年同期比５億55百万円の増収となりました。主力である地

方自治体向け事業は、不調プロジェクトの撲滅や原価低減に努め収支の改善を図りました。また、前

年同期は低調であったWebRings（用語）の新規受注は、政令指定都市の案件など福祉関係を中心に好

調に推移しました。

　金融分野では、98億51百万円と前年同期比８億29百万円の減収となりました。銀行業界向け事業が

減収となり、証券業界向け事業も第２四半期以降かげりをみせました。また、大口の機器販売が無

かったことも減収の要因であります。

　産業分野では、下期に入りサービス業向け開発案件の落込みにより、前年同期比３億77百万円減収

の100億48百万円となりました。

　なお、前年同期比は参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末の総資産は584億37百万円となり、前期末に比べ15億13百万円減少いたしました。

流動資産は289億62百万円となりました。７億88百万円の減少ですが、主として仕掛品の増加（13億

20百万円）ならびに預け金の増加（50億円）と受取手形及び売掛金の減少（63億21百万円）によるも

のです。有形固定資産は214億33百万円と２億２百万円の微減です。無形固定資産は15億85百万円と

１億１百万円の減少となりました。投資その他の資産は、64億55百万円と４億20百万円の減少となり

ました。主たる要因は、投資有価証券の減少（２億29百万円）と長期前払費用の減少（１億82百万

円）によるものです。
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　流動負債は、48億37百万円と前期末に比べ10億47百万円の減少となりました。買掛金の減少（８億

円）が主たる要因です。固定負債は85億18百万円と２億80百万円増加いたしました。

　純資産の部は、450億80百万円と前期末に比べ７億46百万円減少いたしました。

　なお、本年度の配当ですが、上期１株当たり３円の配当を実施し、下期は１株当たり７円の配当を

予定しており、計１株当たり10円の配当となります。

　（連結キャッシュ・フローの概況）

　当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物は196億22百万円となり、前期末に比べ41億５

百万円増加いたしました。営業活動によるキャッシュ・フローは62億71百万円増加いたしました。売

上債権の減少（66億10百万円）が主たる要因です。投資活動によるキャッシュ・フローは、８億96百

万円減少いたしました。主たる要因は、無形固定資産の取得による支出（６億14百万円）です。財務

活動によるキャッシュ・フローは、12億69百万円減少いたしました。自己株式の取得による支出（11

億35百万円）によるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　下期におけるわが国経済は、米国大手自動車会社の危機が叫ばれ、急激な円高による輸出産業への

打撃など、依然として先行きの不透明感が強い状況で推移するものと思われます。

　当社では、引き続き事業構造改革を推進し、受注の拡大と品質の向上、不採算案件の撲滅、原価低

減に取り組み、連結業績予想の達成を目指します。従って、平成20年10月10日公表の業績予想から変

更はございません。

　なお、業績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、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合がございます。

【注記：用語解説】

 用 語 WebRings（ウェブリングス）

　    当社が独自開発したウェブ型の総合行政システムの商標名で、電子自治体を実現するソリューションソフ

　　　ト。電子自治体で必要な業務を、業界に先駆け、すべてウェブコンピューティング技術で構築。電子行政へ

      のスムースな移行はもちろん、従前の汎用機（ホストコンピュータ）やクライアントサーバによる方式に比

      べ、柔軟性や経済性が飛躍的に向上している。

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（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。
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２．仕掛品については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、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、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、営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

　　原材料及び貯蔵品については、従来、最終仕入原価法によっておりましたが、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、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、営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益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、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、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 9,528 10,490

受取手形及び売掛金 5,363 11,684

有価証券 150 85

仕掛品 2,439 1,118

原材料及び貯蔵品 70 73

前払費用 394 349

繰延税金資産 946 948

預け金 10,000 5,000

その他 98 27

貸倒引当金 △28 △26

流動資産合計 28,962 29,751

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,638 17,595

減価償却累計額 △8,459 △8,148

建物及び構築物（純額） 9,179 9,446

工具、器具及び備品 4,585 4,302

減価償却累計額 △3,431 △3,214

工具、器具及び備品（純額） 1,153 1,087

土地 11,101 11,101

有形固定資産合計 21,433 21,635

無形固定資産   

ソフトウエア 1,540 1,639

その他 44 47

無形固定資産合計 1,585 1,686

投資その他の資産   

投資有価証券 583 813

長期前払費用 728 910

繰延税金資産 3,393 3,338

長期預金 700 700

その他 1,096 1,162

貸倒引当金 △46 △49

投資その他の資産合計 6,455 6,876

固定資産合計 29,474 30,199

資産合計 58,437 59,950



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,187 1,988

短期借入金 102 111

未払費用 1,589 1,293

未払法人税等 39 190

未払消費税等 103 337

前受金 560 274

賞与引当金 422 1,064

役員賞与引当金 16 4

その他 814 619

流動負債合計 4,837 5,885

固定負債   

退職給付引当金 7,997 7,725

役員退職慰労引当金 273 308

その他 247 204

固定負債合計 8,518 8,238

負債合計 13,356 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 1,448 △2,868

自己株式 △5,434 △6,039

株主資本合計 45,020 45,693

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54 24

評価・換算差額等合計 △54 24

新株予約権 41 27

少数株主持分 72 81

純資産合計 45,080 45,826

負債純資産合計 58,437 59,950



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 25,874

売上原価 21,925

売上総利益 3,949

販売費及び一般管理費 3,348

営業利益 600

営業外収益  

受取利息 48

受取配当金 12

不動産賃貸料 28

保険配当金 24

その他 24

営業外収益合計 139

営業外費用  

支払利息 6

不動産賃貸費用 28

その他 7

営業外費用合計 41

経常利益 697

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 6

特別利益合計 22

特別損失  

固定資産除却損 2

投資有価証券評価損 3

事務所撤去費用 17

その他 5

特別損失合計 29

税金等調整前四半期純利益 690

法人税等 110

少数株主損失（△） △8

四半期純利益 588



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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利益 690

減価償却費 1,562

賞与引当金の増減額（△は減少） △641

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 271

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △34

受取利息及び受取配当金 △61

支払利息 6

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 2

投資有価証券評価損益（△は益） 3

売上債権の増減額（△は増加） 6,610

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,317

その他の資産の増減額（△は増加） △126

仕入債務の増減額（△は減少） △816

その他の負債の増減額（△は減少） 259

その他 54

小計 6,458

利息及び配当金の受取額 61

利息の支払額 △6

法人税等の還付額 16

法人税等の支払額 △257

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,271

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） 2

有形固定資産の取得による支出 △334

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 △614

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 △109

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） △7

その他 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △896

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） △9

配当金の支払額 △112

リース債務の返済による支出 △13

自己株式の取得による支出 △1,135

自己株式の売却による収入 0

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,105

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 19,622



　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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　当連結グループの情報サービス業の売上高及び営業利益の金額は、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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31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自己株式の取得

　　　当第３四半期累計期間のおける自己株式の取得状況は以下のとおりです。　

　　　　　　会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

　　１．株主総会決議による取得の状況

　　該当事項はありません。

　　２．取締役会決議による取得の状況

　　　　取締役会決議日　　　　株式数（株）　価額の総額（百万円）

　　平成20年５月26日　　     500,000　         302

　　平成20年６月25日　       300,000　         177

　　平成20年10月23日　     1,509,100　         652

　　３．株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容

　　                      株式数（株）　価額の総額（百万円）

　　　　                       5,868             3

②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３四半期連結累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

－ 1 －



③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．増加した剰余金の項目とその額

その他利益剰余金　　3,854百万円

④剰余金の配当

　　　当社は、当期中間配当に関し、平成20年11月26日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

(イ）株式の種類………………………普通株式

(ロ）配当金の総額……………………126百万円

(ハ）１株当たりの配当額…………………３円

(ニ）基準日…………………平成20年９月30日

(ホ）効力発生日……………平成20年12月８日

(ヘ）配当の原資……………………利益剰余金

－ 2 －



「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

科目

前第３四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 26,526

Ⅱ　売上原価 23,899

売上総利益 2,626

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,116

営業損失（△） △490

Ⅳ　営業外収益 109

Ⅴ　営業外費用 56

経常損失（△） △436

Ⅵ　特別利益 143

Ⅶ　特別損失 2,481

税金等調整前四半期純損失（△） △2,774

法人税等 2,608

少数株主損失（△） △0

四半期純損失（△） △5,382

－ 3 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

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（△）　 △2,774

減価償却費 1,695

売上債権の増減額 4,868

たな卸資産の増減額 △1,155

仕入債務の増減額　 △637

ソフトウェア評価損 2,277

その他 △523

小計 3,751

法人税等の支払額 △252

その他 108

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,607

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 △386

無形固定資産の取得による支出　 △529

長期性預金の預入による支出　 △500

その他 △125

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,541

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △335

自己株式の取得による支出　 △648

その他　 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △989

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 1,076

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 15,378

－ 4 －



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

　当連結グループの情報サービス業の売上高及び営業利益の金額は、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３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31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３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日　至平成19年12月31日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

－ 5 －



「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３四半期会計期間末

 

（平成20年12月31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  7,946  9,062

　受取手形及び売掛金  4,784  10,563

　有価証券  150  85

　仕掛品  2,357  1,064

　預け金  10,000  5,000

　その他  1,382  1,302

　貸倒引当金  △26  △25

流動資産合計  26,594  27,053

　固定資産     

　有形固定資産  20,077  20,276

　無形固定資産  1,547  1,640

　投資その他の資産  7,993  8,456

固定資産合計  29,617  30,373

　資産合計  56,211  57,426

負債の部     

　流動負債     

  買掛金  1,152  1,766

　未払法人税等  35  83

　その他  3,092  3,166

流動負債合計  4,280  5,016

　固定負債     

　退職給付引当金  7,538  7,280

　その他  395  372

固定負債合計  7,933  7,652

負債合計  12,213  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 438 △3,854

　　自己株式 △5,434 △6,039

　　株主資本合計 44,010 44,706

　評価・換算差額等   

　　その他有価証券評価差額金 △54 23

　　評価・換算差額等合計 △54 23

　新株予約権 41 27

純資産合計 43,997 44,757

負債純資産合計 56,211 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。

－ 6 －



（２）四半期損益計算書

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

前第３四半期累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

売上高  22,727  23,203

売上原価  19,450  21,292

売上総利益  3,276  1,911

販売費及び一般管理費  2,806  2,614

営業利益又は営業損失（△）  470  △703

営業外収益  284  241

営業外費用  103  120

経常利益又は経常損失（△）  651  △582

特別利益  7  120

特別損失  56  2,481

税引前四半期純利益又は
四半期純損失（△）

 603  △2,943

法人税等  37  2,553

四半期純利益又は
四半期純損失（△）

 565  △5,496

（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。

－ 7 －
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