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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3月31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 ％

22年12月期第1四半期 2,203 △15.9 △54 ― △48 ― △30 ―
21年12月期第1四半期 2,619 △14.1 80 △28.6 86 △26.7 44 △30.8

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

22年12月期第1四半期 △14.47 ―
21年12月期第1四半期 21.40 ―

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

22年12月期第1四半期 4,699 2,320 49.4 1,109.90
21年12月期 4,982 2,413 48.4 1,154.37

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  2,320百万円 21年12月期  2,413百万円

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

21年12月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

4,543 △13.6 13 △92.2 23 △87.5 12 △87.9 5.74

通期 9,510 △5.4 210 △13.7 230 △15.3 125 △15.4 59.79
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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  有  

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。 

(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） 

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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 2,091,000株 21年12月期  2,091,000株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  190株 21年12月期  190株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 2,090,810株 21年12月期第1四半期 2,090,810株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。なお、業績予想に関する事項は４ページ「【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。 
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 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の経済対策を背景に、企業収益が上向くなど

持ち直しの動きが見られたものの、設備過剰感や失業率が高水準にあるなど、厳しい経済環境が継続しました。 

 国内情報サービス市場におきましても、大手企業のＩＴ投資は底打ちの兆しはあるものの、コスト削減要求は依然

として厳しく、また当社の主要顧客である中堅・中小企業のＩＴ投資は、先送り・凍結が継続しております。 

 このような経営環境のもと当第１四半期会計期間の経営成績は、企業のＩＴコスト削減圧力の影響を大きく受け、

売上高は22億３百万円（前年同期比15.9%減）の減収となり、販管費の削減を推進したものの営業損失は54百万円

（前年同期は営業利益80百万円）、経常損失は48百万円（前年同期は経常利益86百万円）、四半期純損失は30百万円

（前年同期は四半期純利益44百万円）となりました。 

  

[事業分野別状況] 

エンタープライズアプリケーション・サービスは、新規受注の減少、案件の小口化により、売上高は３億99百万円

（前年同期比27.4％減）、売上総利益は85百万円（前年同期比55.4％減）となりました。 

システムエンジニアリング・サービスは、導入案件の小口化・サービス単価の低下により、売上高は２億34百万円

（前年同期比26.0％減）、売上総利益は88百万円（前年同期比25.8％減）となりました。 

システムマネージメント・サービスは、大口契約の終了、受託ＩＴ運用サービスの値引き圧力の増大により売上高

は６億20百万円（前年同期比14.6％減）、売上総利益は１億38百万円（前年同期比22.9％減）となりました。 

カスタマーエンジニアリング・サービスは、製品価格低下に伴う保守単価の下落、メーカー無償保証期間の長期化

による保守市場全体の縮小化の中、売上高は３億70百万円（前年同期比24.7％減）、売上総利益57百万円（前年同期

比53.7％減）となりました。 

これらの結果、情報サービス事業全体では、売上高は16億24百万円（前年同期比22.1％減）、売上総利益は３億70

百万円（前年同期比39.8％減）と減収・減益となりました。  

また、システム販売事業は、大型案件の納入完了が寄与し売上高は５億78百万円（前年同期比8.3％増）、売上総

利益は64百万円（前年同期比7.2％増）と増収・増益を確保しました。 

  

当第１四半会計期間末の資産については、前事業年度末と比較して、２億82百万円減少し46億99百万円となりまし

た。これは現金及び預金が１億28百万円、受取手形及び売掛金が１億74百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

当第１四半期会計期間末の負債については、前事業年度末と比較して、１億89百万円減少し23億78百万円となりま

した。これは支払手形及び買掛金が64百万円、前受収益が88百万円減少したこと等によるものであります。 

当第１四半期会計期間末の純資産については、四半期純損失及び配当金の支払により92百万円減少し23億20百万円

となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により使用した資金が

68百万円、投資活動により使用した資金が５百万円、財務活動により使用した資金が54百万円となり、当第１四半期

会計期間末の資金は12億70百万円となりました。 

当第１四半期会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） 

営業活動の結果、使用した資金は68百万円（前年同期比66.9％減）となりました。 

これは、主に売上債権の減少１億74百万円があったものの税引前四半期純損失が48百万円、仕入債務の減少64百万

円、前受収益の減少88百万円等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、使用した資金は５百万円（前年同期比48.4％減）となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出３百万円、保険積立金の増加による支出１百万円等によるものであり

ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は54百万円（前年同期比13.3％減）となりました。 

これは、主に配当金の支払額54百万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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 平成22年12月期の業績につきましては、平成22年２月12日に公表いたしました「平成21年12月期決算短信（非連

結）」の業績予想に変更はありません。 

  

  

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末のたな卸資産の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  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及び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ため、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。 

  

  

(完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更）   

 受託開発ソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来は、完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第１四半期会計期間より適用し、当第１四半期

会計期間に着手した契約から、当第１四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契

約については進行基準（進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については完成基準を適用しており

ます。  

 これにより、売上高は8,770千円増加し、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ2,035千

円減少しております。 

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１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,270,382 1,398,700

受取手形及び売掛金 1,101,988 1,276,942

商品及び製品 136,814 127,921

仕掛品 29,554 48,639

その他 290,835 249,957

貸倒引当金 △909 △1,048

流動資産合計 2,828,666 3,101,111

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 517,780 524,598

その他（純額） 354,905 357,217

有形固定資産合計 872,685 881,816

無形固定資産   

ソフトウエア 35,174 36,826

その他 16,653 16,653

無形固定資産合計 51,827 53,480

投資その他の資産   

繰延税金資産 477,504 474,451

その他 481,719 484,277

貸倒引当金 △12,900 △12,900

投資その他の資産合計 946,323 945,828

固定資産合計 1,870,837 1,881,125

資産合計 4,699,503 4,982,236

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 574,897 639,072

未払法人税等 22,600 18,800

賞与引当金 116,862 25,730

役員賞与引当金 － 5,712

その他 475,236 693,566

流動負債合計 1,189,596 1,382,880

固定負債   

退職給付引当金 1,113,313 1,105,801

その他 76,001 79,982

固定負債合計 1,189,314 1,185,783

負債合計 2,378,910 2,568,663

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,177,443 1,177,443

資本剰余金 325,476 325,476

利益剰余金 818,166 911,146

自己株式 △492 △492

株主資本合計 2,320,593 2,413,573

純資産合計 2,320,593 2,413,573

負債純資産合計 4,699,503 4,982,236

日本オフィス・システム（株）（3790）平成22年12月期第１四半期決算短信（非連結）

5



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,619,593 2,203,563

売上原価 1,944,127 1,768,568

売上総利益 675,466 434,994

販売費及び一般管理費 595,237 489,327

営業利益又は営業損失（△） 80,229 △54,332

営業外収益   

受取利息 488 326

受取手数料 1,256 1,014

負ののれん償却額 3,641 3,641

雑収入 433 855

営業外収益合計 5,818 5,837

営業外費用   

支払利息 － 151

雑支出 － 50

営業外費用合計 － 201

経常利益又は経常損失（△） 86,048 △48,696

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 138

特別利益合計 － 138

特別損失   

固定資産除却損 31 －

賃貸借契約解約損 1,871 －

特別損失合計 1,903 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 84,144 △48,557

法人税、住民税及び事業税 79,565 17,496

法人税等調整額 △40,160 △35,798

法人税等合計 39,404 △18,301

四半期純利益又は四半期純損失（△） 44,740 △30,255
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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又は税引前四半期純損失
（△）

84,144 △48,557

減価償却費 13,624 13,121

のれん償却額 1,749 －

負ののれん償却額 △3,641 △3,641

貸倒引当金の増減額（△は減少） △28 △138

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,328 7,512

受取利息及び受取配当金 △488 △326

支払利息 － 151

売上債権の増減額（△は増加） 159,467 174,953

たな卸資産の増減額（△は増加） △24,318 10,191

仕入債務の増減額（△は減少） △218,749 △64,174

未払金の増減額（△は減少） △48,007 3,029

前受収益の増減額（△は減少） △180,688 △88,330

その他 125,854 △66,726

小計 △89,752 △62,935

利息及び配当金の受取額 478 380

利息の支払額 － △151

法人税等の支払額 △116,852 △5,471

営業活動によるキャッシュ・フロー △206,125 △68,177

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 △5,238 △3,465

その他 △5,231 △1,937

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,470 △5,402

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △63,100 △54,414

その他 － △322

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,100 △54,737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △279,696 △128,317

現金及び現金同等物の期首残高 1,545,519 1,398,700

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,265,823 1,270,382

日本オフィス・システム（株）（3790）平成22年12月期第１四半期決算短信（非連結）

7



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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該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報
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