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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21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12月期第2四半期 5,521 ― 47 ― 95 ― 39 ―
20年12月期第2四半期 6,509 △0.6 7 △98.4 11 △97.7 2 △99.0

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2四半期 9.38 ―
20年12月期第2四半期 0.54 ―

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2四半期 7,015 4,823 68.8 1,155.08
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2四半期  4,823百万円 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）
― 25.00 25.00

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 10,910 △13.6 70 △65.0 129 △45.4 45 △30.3 10.78
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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2四半期 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2四半期  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2四半期 4,175,813株 20年12月期第2四半期 4,220,521株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧米の金融システムの影響が実態経済に影響し、輸出、生産、

設備投資が減少し、景気後退の続く近年まれに見る厳しい状況でありました。 

このような環境下、当企業集団は営業力の強化と拡充をはかり、受注の獲得に努めて参りましたが、情報化投資の

減少により主要ユーザの内製化が特に第２四半期は顕著になり、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いたしましたが、特に第２四半期からの

受注単価引下げの強まりと受注減に伴う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、70億15百万円と前連結会計年度より１億63百万円減少いたしました。これは主として受取手形および売

掛金、差入保証金、繰延税金資産の減少によるものであります。 

負債は、21億92百万円と前連結会計年度より92百万円減少いたしました。これは主として支払手形および買掛

金、長期未払金の減少によるものであります。 

純資産は、48億23百万円と71百万円減少いたしました。これは主として利益剰余金の減少によるものでありま

す。 

なお、自己資本比率は 68.8％と 0.6 ポイント増加いたしました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

  

当第２四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、３億68百万円の増加となり、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２四半期末の資金残高は22億66百万円

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５億88百万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当期純利益92百

万円、売上債権の減少６億22百万円等の資金の増加要因が、仕入債務の減少１億34百万円、長期未払金の減少１

億29百万円等の資金の減少要因を大きく上回った事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87百万円の減少となりました。この減少は主として敷金および保証金の回収33百万円

を投資有価証券の取得１億円が上回った事によるものであります。 

  

（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１億32百万円の減少となりました。この減少は主として配当金の支払によるものであ

ります。   

  

  

 今後のわが国経済は、景気悪化の底打ち感は出ておりますが、急速な回復は期待出来ず、引続き厳しい状況が続

くものと思われます。 

 当企業集団の連結売上高は、予想以上の情報化投資の削減により、今後も主要ユーザの内製化による受注減が続

く見通しにあり、通期では前回予想（期初計画）を下回る見込みであります。また、収益面においては、受注量の

減少と受注単価の引下げ等により、連結営業利益、連結経常利益、連結当期純利益ともそれぞれ前回予想（期初計

画）を下回る見込みであります。 

 また、期末配当金につきましては、前回発表（期首）の、１株当り32円（普通配当 15円、特別配当 17円）を７

円減額し25円（普通配当 15円、特別配当 10円）といたします。 

 なお、通期の業績予想および配当につきましては、平成21年7月22日に修正しております。 

   

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２四半期連結会計期間末
(平成21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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,274,658 1,905,829

受取手形及び売掛金 1,803,324 2,216,910

有価証券 199,500 198,500

商品 6,484 2,396

仕掛品 416,317 399,294

前払費用 78,448 108,423

繰延税金資産 201,155 184,239

その他 38,094 181,967

貸倒引当金 △1,964 △2,572

流動資産合計 5,016,018 5,194,989

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 285,660 286,891

減価償却累計額及び減損損失累計額 △156,468 △151,833

建物及び構築物（純額） 129,191 135,057

土地 248,084 248,084

その他 77,009 72,100

減価償却累計額及び減損損失累計額 △45,926 △41,001

その他（純額） 31,082 31,099

有形固定資産合計 408,358 414,241

無形固定資産   

その他 102,265 119,143

無形固定資産合計 102,265 119,143

投資その他の資産   

投資有価証券 993,452 860,864

関係会社出資金 119,295 119,295

長期前払費用 2,222 2,233

差入保証金 186,417 219,235

会員権 8,504 1,100

繰延税金資産 164,048 232,428

その他 15,700 16,362

貸倒引当金 △840 △840

投資その他の資産合計 1,488,802 1,450,680

固定資産合計 1,999,425 1,984,064

資産合計 7,015,444 7,179,053
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 525,875 660,826

短期借入金 70,000 70,000

未払金 333,309 416,443

未払費用 43,258 38,110

未払法人税等 23,334 －

未払消費税等 52,899 59,062

賞与引当金 306,647 256,286

受注損失引当金 3,123 14,770

その他 408,787 207,137

流動負債合計 1,767,234 1,722,636

固定負債   

長期未払金 125,037 254,387

退職給付引当金 22,791 21,195

役員退職慰労引当金 277,009 286,099

固定負債合計 424,837 561,682

負債合計 2,192,071 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 1,711,385 1,805,849

自己株式 △304,528 △304,508

株主資本合計 4,818,057 4,912,540

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,315 △17,805

評価・換算差額等合計 5,315 △17,805

純資産合計 4,823,372 4,894,734

負債純資産合計 7,015,444 7,179,053

㈱アイ・エス・ビー （9702） 平成21年12月期　第２四半期決算短信

－　6　－



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,521,671

売上原価 4,689,370

売上総利益 832,301

販売費及び一般管理費 784,357

営業利益 47,944

営業外収益  

受取利息 10,902

受取配当金 2,958

助成金収入 27,110

その他 8,242

営業外収益合計 49,213

営業外費用  

支払利息 539

為替差損 551

その他 419

営業外費用合計 1,509

経常利益 95,647

特別利益  

貸倒引当金戻入額 607

特別利益合計 607

特別損失  

固定資産除却損 1,932

賃貸借契約解約損 1,452

その他 645

特別損失合計 4,030

税金等調整前四半期純利益 92,225

法人税、住民税及び事業税 12,198

法人税等調整額 40,864

法人税等合計 53,062

四半期純利益 39,163
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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利益 92,225

減価償却費 29,582

貸倒引当金の増減額（△は減少） △607

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,360

受注損失引当金の増減額（△は減少） △11,646

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,327

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △9,090

受取利息及び受取配当金 △13,860

助成金収入 △27,110

支払利息 539

固定資産除却損 1,932

売上債権の増減額（△は増加） 622,631

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,111

仕入債務の増減額（△は減少） △134,950

未払金の増減額（△は減少） △85,577

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,163

長期未払金の増減額（△は減少） △129,350

その他の流動資産の増減額（△は増加） 38,529

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,945

小計 402,604

利息及び配当金の受取額 13,795

法人税等の還付額 162,756

利息の支払額 △555

法人税等の支払額 9,693

営業活動によるキャッシュ・フロー 588,295

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 △2,312

定期預金の払戻による収入 1,701

有価証券の取得による支出 △10,431

有形固定資産の取得による支出 △1,347

投資有価証券の取得による支出 △100,315

敷金及び保証金の差入による支出 △413

敷金及び保証金の回収による収入 33,232

会員権の取得による支出 △7,404

長期前払費用の取得による支出 △820

その他 130

投資活動によるキャッシュ・フロー △87,981

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 △132,076

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 368,217

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 2,266,828
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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２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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２四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21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。 

  

 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）中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        6,509,455  100.0

Ⅱ 売上原価        5,612,112  86.2

売上総利益        897,342  13.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費        889,934  13.7

営業利益        7,408  0.1

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  7,078            

２．受取配当金  3,317            

３．保険配当金  101            

４．保険事務手数料  1,839            

５．雇用事業補助金  3,310            

６．その他  2,196  17,843  0.3

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  794            

２．上場関連費用  12,000            

３．その他  1,307  14,102  0.2

経常利益        11,150  0.2

Ⅵ 特別利益                  

１．退職給付制度移行利益  90,124            

２．その他  1,289  91,413  1.4

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  705            

２．投資有価証券評価損  17,845            

３．役員退職慰労金  25            

４．割増退職金  16,449  35,025  0.5

税金等調整前中間純利益        67,538  1.0

法人税、住民税及び事業
税  109,688            

法人税等調整額 △44,409  65,278  1.0

中間純利益        2,259  0.0
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  67,538

減価償却費  27,610

貸倒引当金の増加額  277

賞与引当金の増加額  29,153

役員賞与引当金の減少額 △20,000

受注損失引当金の減少額 △16,155

退職給付引当金の減少額 △614,638

役員退職慰労引当金の増
加額  10,987

受取利息及び配当金 △10,395

保険配当金 △101

支払利息  794

有形固定資産除売却損  705

投資有価証券評価損  17,845

売上債権の減少額  621,099

たな卸資産の減少額  177,143

仕入債務の減少額 △35,207

未払金の増加額  126,707

未払消費税等の減少額 △71,009

長期未払金の増加額  255,903

その他の流動資産の減少
額  18,070

その他の流動負債の減少
額 

△1,519

その他 △397

小計  584,411

利息及び配当金の受取額  16,335

保険配当金の受取額  101

利息及び割引料の支払額 △869

法人税等の支払額 △212,605

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  387,373
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前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）

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 

△1,805

定期預金の解約による収
入  301,200

有形固定資産の取得によ
る支出 

△1,017

無形固定資産の取得によ
る支出 

△7,969

投資有価証券の取得によ
る支出 

△749,546

投資有価証券の売却によ
る収入  500,200

差入保証金の増加額 △9,292

差入保証金の減少額  11,594

長期前払費用の支出 △1,332

その他  2,233

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  44,264

Ⅲ 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 △10,000

配当金の支払額 △170,560

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 

△295,847

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
額  135,790

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中間
期末残高 

 1,873,493
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 該当事項はありません。 

  

６．その他の情報
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