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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 9,687 4.6 947 △24.8 942 △23.3 543 △27.4

20年12月期第3四半期 9,266 17.6 1,259 368.3 1,229 390.2 747 386.5

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 4,950.36 ―

20年12月期第3四半期 6,821.88 6,789.44

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 6,414 3,392 52.9 30,916.60
20年12月期 7,455 3,011 40.4 27,441.76

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  3,392百万円 20年12月期  3,011百万円

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  有  
 

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 ― 0.00 ― 1,400.00 1,400.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成21年12月期の業績予想（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）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 13,200 1.1 1,323 △0.6 1,300 0.6 780 10.7 7,108.03



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

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 109,735株 20年12月期  109,735株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  ―株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期 109,735株 20年12月期第3四半期 109,642株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は４ページ「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、一部に持ち直しの動きが見られたものの、依然として企業収益の

大幅な減少や雇用情勢の悪化等が続いており、引き続き厳しい状況で推移いたしました。  

 当情報サービス業界におきましても、景気低迷の煽りを受け、企業全般にわたりＩＴ投資の先送りや大幅な削減

もしくは凍結といった設備投資抑制が続くなど、極めて厳しい環境下にて推移しております。  

 このような環境のもと、当社におきましては、幅広い業種のお客様を対象に、企業の基幹業務に対しイメージ情

報を活用した業務効率化やコストダウンを図るソリューションの提案などの受注活動に注力いたしました。  

 その結果、保険業界や流通業界への納入が好調に推移したこと、アウトソーシング・ビジネスが順調に積み上が

ったことなどにより、売上高が伸長いたしました。また、受注においては、公共や銀行の分野で新規顧客や既存顧

客から大口の受注を獲得することができました。  

 一方利益面に関しましては、企業のＩＴ投資の低迷などによる競合や入札の激化や、顧客からの販売価格の値下

げ要請が強まるなか、売上高の増加に加え、コストをコントロールすることにより利益確保に努めてまいりまし

た。  

 上記の結果、当第３四半期累計期間の売上高は、9,687百万円（前年同期比4.6％増）、営業利益947百万円（前

年同期比24.8％減）、経常利益942百万円（前年同期比23.3％減）、四半期純利益543百万円（前年同期比27.4％

減）となりました。 

  

  

（1） 資産の部 

 当第３四半期会計期間末の資産合計は前事業年度末に比べ2,014百万円減少し、6,414百万円となりました。 

その主な要因は、現金及び預金の減少1,404百万円、仕掛品の減少350百万円であります。 

（2） 負債の部 

 当第３四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末に比べ2,413百万円減少し、3,021百万円となりました。 

その主な要因は、１年以内返済予定長期借入金の減少817百万円、未払法人税等の減少542百万円であります。 

（3） 純資産の部   

 当第３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ399百万円増加し、3,392百万円となりました。 

その主な要因は、四半期純利益の増加389百万円であります。 

  この結果、自己資本比率は前事業年度末の35.5％から52.9％となりました。 

（4） キャッシュ・フローの部 

 当第３四半期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、前事業年度末に比べ1,404百万

円減少し、992百万円となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における営業活動による増加は、454百万円となりました。その主な要因は、減価償却費の

増加415百万円、たな卸資産の減少249百万円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） 

 当第３四半期累計期間における投資活動による減少は、725百万円となりました。その主な要因は、有形固定資産

の取得747百万円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） 

 当第３四半期累計期間における財務活動による減少は、1,131百万円となりました。その主な要因は、長期借入金

の返済978百万円によるものであります。 

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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 国内景気は、最悪期を脱しつつあるもの、依然として下振れ懸念は払拭し難く、予断を許さない状況にありま

す。 

 当業界におきましても、IT設備投資の抑制による発注の延期や投資規模の縮小、また納入価格への低下圧力など

により、引き続き厳しい状況が続くことが予想されますが、こうした状況の中でも、当社はこれまでのところほぼ

計画通りに推移しており、通期の予想につきましても現段階で修正はございません。 

   

①棚卸資産の評価方法  

 当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ簿価切下げを行う方法に

よっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法  

 当第３四半期会計期間に係る固定資産の減価償却費の算定において、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を期間按分して算定する方法によっております。 

③法人税等の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発生状況に

著しい変化がないと認められるので、前事業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。 

④税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。 

  

  

 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 992,008 2,396,459

受取手形及び売掛金 859,614 1,093,954

仕掛品 1,158,653 1,509,264

原材料 181,334 51,004

保守部品 166,714 195,750

繰延税金資産 330,945 330,945

その他 109,889 263,329

流動資産合計 3,799,160 5,840,708

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品 ※1  810,701 ※1  720,353

その他 ※1  382,519 ※1  289,938

有形固定資産合計 1,193,220 1,010,292

無形固定資産 203,566 288,474

投資その他の資産   

長期前払費用 461,544 552,098

繰延税金資産 315,120 315,120

その他 441,693 422,205

投資その他の資産合計 1,218,357 1,289,423

固定資産合計 2,615,144 2,588,190

資産合計 6,414,305 8,428,898

負債の部   

流動負債   

買掛金 776,485 734,392

1年内返済予定の長期借入金 323,000 1,140,000

未払法人税等 36,341 579,119

前受金 205,567 541,007

賞与引当金 － 219,207

受注損失引当金 70,489 81,282

その他 502,896 862,445

流動負債合計 1,914,781 4,157,455

固定負債   

長期借入金 648,500 810,000

退職給付引当金 316,612 319,805

役員退職慰労引当金 112,943 118,973

その他 28,835 29,129

固定負債合計 1,106,891 1,277,909

負債合計 3,021,672 5,435,364
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 721,875 721,875

資本剰余金 649,195 649,195

利益剰余金 2,013,354 1,623,755

株主資本合計 3,384,425 2,994,826

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,566 △888

繰延ヘッジ損益 △358 △404

評価・換算差額等合計 8,207 △1,292

純資産合計 3,392,632 2,993,533

負債純資産合計 6,414,305 8,428,898
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（２）【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 9,687,822

売上原価 7,064,001

売上総利益 2,623,821

販売費及び一般管理費 ※  1,676,697

営業利益 947,124

営業外収益  

受取利息 1,959

受取配当金 2,448

業務受託料 4,800

為替差益 2,919

その他 8,982

営業外収益合計 21,109

営業外費用  

支払利息 23,117

その他 2,557

営業外費用合計 25,674

経常利益 942,559

特別損失  

固定資産除却損 11,578

特別損失合計 11,578

税引前四半期純利益 930,980

法人税等 387,753

四半期純利益 543,227
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,991,860

売上原価 2,160,361

売上総利益 831,498

販売費及び一般管理費 ※  560,013

営業利益 271,484

営業外収益  

受取利息 742

受取配当金 32

業務受託料 1,800

為替差益 2,908

その他 689

営業外収益合計 6,172

営業外費用  

支払利息 6,866

その他 913

営業外費用合計 7,779

経常利益 269,877

税引前四半期純利益 269,877

法人税等 105,699

四半期純利益 164,177
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 930,980

減価償却費 415,860

長期前払費用償却額 107,726

支払利息 23,117

賞与引当金の増減額（△は減少） △219,207

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,193

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,029

受注損失引当金の増減額（△は減少） △10,792

売上債権の増減額（△は増加） 234,340

たな卸資産の増減額（△は増加） 249,316

仕入債務の増減額（△は減少） 42,092

前受金の増減額（△は減少） △338,380

その他 △31,482

小計 1,394,348

利息及び配当金の受取額 7,189

利息の支払額 △24,347

法人税等の支払額 △923,131

営業活動によるキャッシュ・フロー 454,058

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 △747,846

無形固定資産の取得による支出 △34,717

差入保証金の回収による収入 73,778

差入保証金の差入による支出 △16,351

その他 △478

投資活動によるキャッシュ・フロー △725,614

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △978,500

配当金の支払額 △153,408

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,131,908

現金及び現金同等物に係る換算差額 △985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,404,450

現金及び現金同等物の期首残高 2,396,459

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  992,008
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 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）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）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成20年1月1日～9月30日） 

  

  

  
前中間会計期間

（自 平成20年1月1日 
至 平成20年9月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       9,266,197  100.0

Ⅱ 売上原価       6,493,040  70.0

売上総利益       2,773,156  30.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費       1,513,666  16.4

営業利益       1,259,489  13.6

Ⅳ 営業外収益       16,511  0.2

Ⅴ 営業外費用       46,448  0.5

経常利益       1,229,552  13.3

Ⅵ 特別利益       21,620  0.2

Ⅶ 特別損失       1,701  0.0

税引前中間純利益       1,249,471  13.5

法人税、住民税及び事業税  496,686           

法人税等調整額  4,820  501,506  5.4

四半期純利益       747,964  8.1
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前第３四半期累計期間（平成20年1月1日～9月30日） 

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（自 平成20年1月1日 
至 平成20年9月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純利益  1,249,471

減価償却費   376,894

長期前払費用償却   103,067

支払利息   34,493

賞与引当金の増減（△）額  △106,921

退職給付引当金の増減（△）額 △22,135

役員退職慰労引当金の増減（△）額 △18,047

売上債権の増（△）減額   753,011

たな卸資産の増（△）減額  △839,476

仕入債務の増減（△）額  △54,735

その他   161,082

小計  1,636,704

利息・配当金の受取額   5,501

利息の支払額  △38,854

法人税等の支払額  △350,465

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,252,885

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 有形固定資産の売却による収入  8,881

 有形固定資産の取得による支出 △310,194

 無形固定資産の取得による支出 △107,055

 投資有価証券の取得による支出 △496

 その他 △296,924

投資活動によるキャッシュ・フロー △705,789

バンクテック・ジャパン㈱（3818）　2009年12月期第３四半期決算短信（非連結）

12



  

  

  
前年同四半期

（自 平成20年1月1日 
至 平成20年9月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 長期借入金の返済による支出 △575,000

 株式の発行による収入  5,750

 配当金の支払額 △82,027

財務活動によるキャッシュ・フロー △651,277

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,836

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △102,344

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,496,348

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,394,004
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（１） 受注状況 

（単位：千円）

  （注）１． 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

        ２． 数量については、品目単位が多岐にわたり表示が困難なため記載を省略しております。 

（２） 販売状況 

（単位：千円）

  （注）１． 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

     ２． 数量については、品目単位が多岐にわたり表示が困難なため記載を省略しております。 

  

  

６．その他の情報

事業部門別 前第３四半期累計 当第３四半期累計 前事業年度 

  （自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 （自 平成20年１月１日

  至 平成20年９月30日） 至 平成21年９月30日） 至 平成20年12月31日）

  金額 金額  金額 

イメージ情報ソリューション 8,932,055 6,058,193 11,121,723

 期別  前第３四半期累計 当第３四半期累計  前事業年度 

 品目 

（自 平成20年１月１日 （自 平成21年１月１日 （自 平成20年１月１日

至 平成20年９月30日） 至 平成21年９月30日） 至 平成20年12月31日）

金額 構成比
(%)

金額 構成比
(%)

金額 構成比
(%)

イメージ情報 

ソリューション 

システム・ 

インテグレーション 
4,581,876 49.5 4,639,495 47.9 6,559,452 50.2

アウトソーシング 2,097,090 22.6 2,461,753 25.4 2,874,170 22.0

イメージ情報ソリューション計 6,678,967 72.1 7,101,248 73.3 9,433,623 72.3

メンテナンスその他 2,587,229 27.9 2,586,574 26.7 3,621,548 27.7

合   計   9,266,197 100.0 9,687,822 100.0 13,055,171 100.0
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