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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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3四半期 8,174 ― △14 ― 67 ― 10 ―
20年12月期第3四半期 9,302 △2.0 75 △87.9 86 △86.7 30 △91.0

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3四半期 2.45 ―
20年12月期第3四半期 7.36 ―

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3四半期 7,028 4,787 68.1 1,146.41
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3四半期  4,787百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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、４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3四半期 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3四半期  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3四半期 4,175,807株 20年12月期第3四半期 4,205,517株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各国の景気刺激策により生産や輸出の最悪期は脱したものの、

大幅な需給ギャップを抱える状況下、設備投資や雇用の過剰感もあり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、営業力の強化と Android（アンドロイド）TM 等の新技術により拡販に努めて

まいりましたが、企業の情報化投資や研究開発費の抑制、主力ユーザの内製化等により受注量は減少し売上高は前年

同期と比較し減収となりました。 

 また、収益面においては、受注単価の引下げや受注減に伴う稼働率の減少に対応すべく生産性の向上や販売費及び

一般管理費の削減に努めましたが、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、70億28百万円と前連結会計年度末より１億51百万円減少いたしました。これは主として受取手形及び売

掛金、有価証券の減少、長期未払金の減少に伴う繰延税金資産の取崩しによるものであります。 

負債は、22億40百万円と前連結会計年度末より43百万円減少いたしました。これは主として支払手形及び買掛

金、長期未払金の減少によるものであります。 

純資産は、47億87百万円と前連結会計年度末より１億７百万円減少いたしました。これは主として配当金支払に

よるものであります。 

なお、自己資本比率は 68.1％と 0.1 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３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、５億43百万円の増加とな

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３四半期末の資金残高は24億42

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６億20百万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62

百万円、賞与引当金の増加３億58百万円、売上債権の減少４億99百万円等の資金の増加要因が、仕入債務の減少

１億26百万円、長期未払金の減少１億10百万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56百万円の増加となりました。この増加は主として投資有価証券の償還による収入２

億円等の資金の増加要因が、投資有価証券の取得による支出１億円、無形固定資産の取得による支出54百万円等

の資金の減少要因を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。    

  

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
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 今後のわが国経済は、緩やかな回復が続くと思われますが、需給ギャップが解消するまでには至らず引続き厳しい

状況が続くものと思われます。 

 当企業集団の連結売上高および収益面においては、第３四半期では、社内計画値を上回っておりますが、第４四半

期の業績については厳しい状況にあります。 

 引続き平成21年７月22日付発表の業績値を達成すべく、売上の増加と収益の向上を図るべく努力して参ります。 

  

 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。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,450,699 1,905,829

受取手形及び売掛金 1,724,690 2,216,910

有価証券 － 198,500

商品 8,653 2,396

仕掛品 473,994 399,294

前払費用 111,131 108,423

繰延税金資産 201,039 184,239

その他 49,801 181,967

貸倒引当金 △1,933 △2,572

流動資産合計 5,018,076 5,194,989

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 283,974 286,891

減価償却累計額及び減損損失累計額 △158,195 △151,833

建物及び構築物（純額） 125,778 135,057

土地 248,084 248,084

その他 79,048 72,100

減価償却累計額及び減損損失累計額 △49,168 △41,001

その他（純額） 29,880 31,099

有形固定資産合計 403,742 414,241

無形固定資産   

その他 142,295 119,143

無形固定資産合計 142,295 119,143

投資その他の資産   

投資有価証券 988,239 860,864

関係会社出資金 119,295 119,295

長期前払費用 2,056 2,233

差入保証金 169,025 219,235

会員権 8,504 1,100

繰延税金資産 161,911 232,428

その他 15,735 16,362

貸倒引当金 △840 △840

投資その他の資産合計 1,463,929 1,450,680

固定資産合計 2,009,967 1,984,064

資産合計 7,028,043 7,179,053
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 534,641 660,826

短期借入金 70,000 70,000

未払金 321,160 416,443

未払費用 75,875 38,110

未払法人税等 7,757 －

未払消費税等 42,994 59,062

賞与引当金 614,313 256,286

受注損失引当金 2,336 14,770

その他 123,203 207,137

流動負債合計 1,792,282 1,722,636

固定負債   

長期未払金 143,412 254,387

退職給付引当金 23,727 21,195

役員退職慰労引当金 281,459 286,099

固定負債合計 448,599 561,682

負債合計 2,240,881 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 1,682,463 1,805,849

自己株式 △304,528 △304,508

株主資本合計 4,789,135 4,912,540

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,973 △17,805

評価・換算差額等合計 △1,973 △17,805

純資産合計 4,787,162 4,894,734

負債純資産合計 7,028,043 7,179,053
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,174,331

売上原価 7,017,640

売上総利益 1,156,691

販売費及び一般管理費 1,171,597

営業損失（△） △14,906

営業外収益  

受取利息 16,021

受取配当金 3,321

助成金収入 51,924

その他 13,359

営業外収益合計 84,626

営業外費用  

支払利息 814

リース解約損 963

その他 540

営業外費用合計 2,318

経常利益 67,402

特別利益  

貸倒引当金戻入額 638

特別利益合計 638

特別損失  

固定資産除却損 3,849

賃貸借契約解約損 1,452

その他 645

特別損失合計 5,947

税金等調整前四半期純利益 62,093

法人税、住民税及び事業税 11,784

法人税等調整額 40,067

法人税等合計 51,851

四半期純利益 10,241
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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 62,093

減価償却費 49,903

貸倒引当金の増減額（△は減少） △638

賞与引当金の増減額（△は減少） 358,026

受注損失引当金の増減額（△は減少） △12,433

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,263

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,640

受取利息及び受取配当金 △19,342

助成金収入 △51,924

支払利息 814

固定資産除却損 3,849

売上債権の増減額（△は増加） 499,765

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,956

仕入債務の増減額（△は減少） △126,185

未払金の増減額（△は減少） △98,984

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,068

長期未払金の増減額（△は減少） △110,975

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,611

その他の流動負債の増減額（△は減少） △44,201

小計 414,978

利息及び配当金の受取額 17,121

利息の支払額 △760

法人税等の還付額 162,761

助成金の受取額 36,220

法人税等の支払額 △9,808

営業活動によるキャッシュ・フロー 620,513

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 △3,520

定期預金の払戻による収入 2,603

有形固定資産の取得による支出 △16,674

無形固定資産の取得による支出 △54,183

投資有価証券の取得による支出 △100,464

投資有価証券の償還による収入 200,000

敷金及び保証金の差入による支出 △504

敷金及び保証金の回収による収入 36,764

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 △1,120

その他 596

投資活動によるキャッシュ・フロー 56,091

㈱アイ・エス・ビー （9702） 平成21年12月期　第３四半期決算短信

－　8　－



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

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 △132,632

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,651

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 543,952

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 2,442,563
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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３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９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３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９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３四半期連結会計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  9,302,309

Ⅱ 売上原価  7,914,079

売上総利益  1,388,229

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,312,521

営業利益  75,708

Ⅳ 営業外収益      

１．受取利息  12,647

２．受取配当金  3,966

３．保険配当金  278

４．保険事務手数料  2,760

５．情報通信雇用補助金  3,310

６．その他  2,442

営業外収益合計  25,405

Ⅴ 営業外費用      

１．支払利息  1,134

２．上場関連費用  12,000

３．その他  1,309

営業外費用合計  14,444

経常利益  86,668
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科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅵ 特別利益      

１．退職給付制度移行利益  90,124

２．その他  1,871

特別利益合計  91,995

Ⅶ 特別損失      

１．固定資産除却損  1,527

２．投資有価証券評価損  28,013

３．役員退職慰労金  25

４．割増退職金  16,449

特別損失合計  46,014

税金等調整前四半期純利益  132,649

法人税、住民税及び事業税  114,730

法人税等調整額 △13,039

四半期純利益  30,958
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前第３半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30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３四半期） 

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（当
期）純利益  132,649

減価償却費  42,477

貸倒引当金の減少額 △1,001

賞与引当金の増加額  264,205

役員賞与引当金の減少額 △20,000

受注損失引当金の減少額 △14,079

退職給付引当金の減少額 △615,247

役員退職慰労引当金の増加
額  16,646

受取利息及び配当金 △10,395

保険配当金 △278

支払利息  1,134

固定資産除売却損   2,368

投資有価証券評価損  28,013

売上債権の減少額  1,066,576

たな卸資産の増加額 △15,529

仕入債務の減少額 △158,248

未払金の増加額  4,144

未払消費税等の減少額 △87,404

長期未払金の増加額  254,924

その他の流動資産の減少額 △23,987

その他の流動負債の減少額 △97,233

その他 △397

小計  769,337

利息及び配当金の受取額  17,342

保険配当金の受取額  278

利息及び割引料の支払額 △1,135

法人税等の支払額 △414,576

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  371,245
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 該当事項はありません。 

  

  

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

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 △2,710

定期預金の解約による収入  301,801

有形固定資産の取得による
支出 

△18,351

無形固定資産の取得による
支出 

△13,825

投資有価証券の取得による
支出 

△954,159

投資有価証券の売却による
収入  900,400

差入保証金の増加額 △9,551

差入保証金の減少額  24,482

長期前払費用の支出 △1,946

その他  2,199

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  228,337

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 △15,000

配当金の支払額 △170,988

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 

△301,274

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
額   298,308

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  2,036,011

６．その他の情報
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