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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 3,020 ― 117 ― 123 ― 63 ―
20年12月期第1四半期 3,247 △3.8 179 △51.9 183 △51.7 82 △59.8

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

21年12月期第1四半期 15.18 ―
20年12月期第1四半期 19.32 ―

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12月期第1四半期 7,291 4,829 66.2 1,156.58
20年12月期 7,179 4,894 68.2 1,172.16

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  4,829百万円 20年12月期  4,894百万円

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12月期 ― ― ― 32.00 32.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
― ― 32.00 32.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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

5,770 ― 160 ― 175 ― 93 ― 22.27

通期 12,700 0.6 610 205.2 640 170.8 340 426.3 81.42
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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、４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、４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．上記に記載した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、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。 
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運用方針」（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12月期第1四半期 4,521,000株 20年12月期  4,521,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  345,206株 20年12月期  345,167株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 4,175,833株 20年12月期第1四半期 4,198,055株
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当第１四半期におけるわが国経済は、欧米の金融システムの混乱が実態経済へ波及し、特に輸出産業を直撃し大幅

な生産調整を余儀なくされる中、雇用や個人消費にも影響し非常に厳しい状況で推移いたしました。  

このような環境下、当企業集団は、組織の変更により営業力の強化、拡充を図り受注の獲得に努めて参りました

が、情報化投資等の減少により、売上高は前年同期と比較し、減収となりました。 

また、収益面においては、販売費および一般管理費の徹底管理により削減を図りましたが、受注単価の引下げや業

務量の減少による稼働率の低下等により、前年同期と比較し、減益となりました。 

  

  

(1）資産、負債及び純資産の状況 

  

資産は、72億91百万円と前連結会計年度末より１億12百万円増加いたしました。これは主として受取手形および

売掛金、投資有価証券の増加によるものであります。 

負債は、24億61百万円と前連結会計年度末より１億77百万円増加いたしました。これは主として賞与引当金の増

加によるものであります。 

純資産は、48億29百万円と前連結会計年度末より65百万円減少いたしました。これは主として利益剰余金の減少

および配当金の支払によるものであります。 

なお、自己資本比率は66.2％と前連結会計年度末より2.0ポイント減少いたしました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

  

当第１四半期連結累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、36百万円の減少となり、前連結会

計年度末（平成20年12月31日）の資金残高18億98百万円を受け、当第１四半期末の資金残高は18億62百万円となり

ました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、資金は37百万円の増加となりました。この増加は主として税金等調整前四半期純利益１億15

百万円、賞与引当金の増加２億54百万円等の資金の増加要因が、売上債権の増加２億22百万円、未払金の減少１

億27百万円等の資金の減少要因を上回ったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、資金は21百万円増加いたしました。この増加は主として敷金および保証金の回収による収入

であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、資金は95百万円減少いたしました。この減少は配当金95百万円等の支払によるものでありま

す。  

  

  

  

 今後のわが国経済につきましては、主要国の緊急経済対策により底は見えつつありますが、企業業績の悪化は当

面続くものと予想され、設備投資の減少や雇用環境の悪化による個人消費の低迷から、厳しい状況が続くものと思

われます。 

 当企業集団の第１四半期における業績は、概ね期初計画通りに推移いたしました。 

 しかしながら、経済の急速な縮小により、主力発注先から受注量の減少による内製化や更なる受注単価の引下要

請等もあり厳しい状況となってきております。  

 よって、第２四半期連結累計期間の業績予想については、現時点において不確定要素が多く、期初計画を修正し

ておりません。 

  

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

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。 

  

   

① 簡便な会計処理 

 固定資産の減価償却の算定方法  

 定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

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 

 該当事項はありません。  

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」 等の適用 

 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 平成19年３月14日）お

よび「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 平成19年３月14日）

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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産のうち商品については、従来、主として先入先出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、主として先入先出法による原価法（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。  

 これに伴う損益に与える影響はありません。 

  

③「リース取引に関する会計基準」等の適用 

所有権転外ファイナンス・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））および「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

よう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早期適用し、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。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権転外ファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これに伴う損益に与える影響はありません。 

  

  

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）

（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

（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
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,870,067 1,905,829

受取手形及び売掛金 2,380,158 2,216,910

有価証券 199,000 198,500

商品 2,385 2,396

仕掛品 337,109 399,294

前払費用 108,797 108,423

繰延税金資産 186,659 184,239

その他 178,253 181,967

貸倒引当金 △2,743 △2,572

流動資産合計 5,259,689 5,194,989

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 285,660 286,891

減価償却累計額 △153,910 △151,833

建物及び構築物（純額） 131,749 135,057

土地 248,084 248,084

その他 71,600 72,100

減価償却累計額 △42,998 △41,001

その他（純額） 28,602 31,099

有形固定資産合計 408,436 414,241

無形固定資産   

その他 111,519 119,143

無形固定資産合計 111,519 119,143

投資その他の資産   

投資有価証券 963,905 860,864

関係会社出資金 119,295 119,295

長期前払費用 2,415 2,233

差入保証金 186,429 219,235

会員権 1,100 1,100

繰延税金資産 223,197 232,428

その他 16,396 16,362

貸倒引当金 △840 △840

投資その他の資産合計 1,511,901 1,450,680

固定資産合計 2,031,857 1,984,064

資産合計 7,291,546 7,179,053
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 623,518 660,826

短期借入金 70,000 70,000

未払金 384,267 416,443

未払費用 63,393 38,110

未払法人税等 53,957 －

未払消費税等 91,220 59,062

賞与引当金 510,979 256,286

受注損失引当金 14,912 14,770

その他 105,599 207,137

流動負債合計 1,917,848 1,722,636

固定負債   

長期未払金 253,121 254,387

退職給付引当金 22,140 21,195

役員退職慰労引当金 268,794 286,099

固定負債合計 544,056 561,682

負債合計 2,461,904 2,284,318

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,440,600 1,440,600

資本剰余金 1,970,600 1,970,600

利益剰余金 1,735,602 1,805,849

自己株式 △304,528 △304,508

株主資本合計 4,842,274 4,912,540

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,632 △17,805

評価・換算差額等合計 △12,632 △17,805

純資産合計 4,829,642 4,894,734

負債純資産合計 7,291,546 7,179,053
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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：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 3,020,291

売上原価 2,523,446

売上総利益 496,844

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 379,183

営業利益 117,661

営業外収益  

受取利息 5,056

受取配当金 133

その他 1,625

営業外収益合計 6,816

営業外費用  

支払利息 282

為替差損 777

その他 306

営業外費用合計 1,366

経常利益 123,111

特別損失  

固定資産除却損 1,932

投資有価証券評価損 3,796

その他 2,097

特別損失合計 7,826

税金等調整前四半期純利益 115,285

法人税、住民税及び事業税 47,431

法人税等調整額 4,473

法人税等合計 51,905

四半期純利益 63,380
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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 115,285

減価償却費 14,406

貸倒引当金の増減額（△は減少） 170

賞与引当金の増減額（△は減少） 254,692

受注損失引当金の増減額（△は減少） 141

退職給付引当金の増減額（△は減少） 945

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,305

受取利息及び受取配当金 △5,190

支払利息 282

固定資産除却損 1,932

投資有価証券評価損益（△は益） 3,796

売上債権の増減額（△は増加） △222,678

たな卸資産の増減額（△は増加） 62,195

仕入債務の増減額（△は減少） △37,307

未払金の増減額（△は減少） △127,825

未払消費税等の増減額（△は減少） 32,224

長期未払金の増減額（△は減少） △1,266

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,969

その他の流動負債の増減額（△は減少） △45,147

小計 35,323

利息及び配当金の受取額 2,623

利息の支払額 △221

法人税等の支払額 △469

営業活動によるキャッシュ・フロー 37,255

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △1,106

定期預金の払戻による収入 800

有形固定資産の取得による支出 △10,082

投資有価証券の取得による支出 △150

敷金及び保証金の差入による支出 △272

敷金及び保証金の回収による収入 33,078

長期前払費用の取得による支出 △577

その他 165

投資活動によるキャッシュ・フロー 21,855

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △19

配当金の支払額 △95,158

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △36,067

現金及び現金同等物の期首残高 1,898,610

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,862,543
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結会計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日）  

 情報サービス事業の売上高および営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計および営業利益の金額

の合計額に占める割合がいずれも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。  

  

  

 当第１四半期連結会計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日）  

 在外連結子会社および重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  

 当第１四半期連結会計期間（自平成21年１月１日 至平成21年３月31日）  

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表 

（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20年１月１日～３月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高       3,247,886

Ⅱ 売上原価  2,630,702

売上総利益  617,183

Ⅲ 販売費及び一般管理費  437,995

営業利益  179,187

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息  2,275

２．受取配当金  561

３．保険事務手数料  923

４．その他  1,847

営業外収益合計  5,607

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息  394

２．その他  518

営業外費用合計  913

経常利益  183,882

Ⅵ 特別利益      

１．役員解約保険金  1,289

２．貸倒引当金戻入益  510

特別利益合計  1,800

Ⅶ 特別損失      

１．役員退職慰労金  25

２．その他  37

特別損失合計  62

税金等調整前四半期純利益  185,619

法人税、住民税及び事業税  86,439

法人税等調整額  16,795

四半期純利益  82,383
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

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利益  185,619

減価償却費  13,522

貸倒引当金の減少額 △258

賞与引当金の増加額   290,563

役員賞与引当金の減少額 △20,000

受注損失引当金の減少額 △778

退職給付引当金の増加額  2,175

役員退職慰労引当金の増加
額  4,978

受取利息及び配当金 △2,836

保険配当金 △5,142

支払利息  394

売上債権の減少額  206,675

たな卸資産の増加額 △89,428

仕入債務の増加額  47,248

未払消費税等の減少額 △42,252

その他の流動資産の減少額  283,923

その他の流動負債の減少額 △199,967

その他 △1,426

小計  673,010

利息及び配当金の受取額  6,400

保険配当金の受取額  5,142

利息及び割引料の支払額 △443

法人税等の支払額 △207,836

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  476,272
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前年同四半期

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー      

定期預金の預入による支出 △902

定期預金の解約による収入  600

無形固定資産の取得による
支出 

△3,520

投資有価証券の取得による
支出 

△344,544

差入保証金の増加額 △6,649

差入保証金の減少額  10,736

長期前払費用の支出 △755

その他  116

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△344,920

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

配当金の支払額 △124,508

自己株式の取得による支出 △115,286

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   △239,794

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△108,441

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  1,737,702

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  1,629,260

㈱アイ・エス・ビー （9702） 平成21 年 12 月期　第１四半期決算短信

－　12　－




