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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22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 ％

22年12月期第1四半期 2,929 △3.0 76 △34.6 105 △14.2 55 △13.1
21年12月期第1四半期 3,020 ― 117 ― 123 ― 63 ―

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 13.19 ―
21年12月期第1四半期 15.18 ―

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 7,139 4,830 67.7 1,156.81
21年12月期 7,073 4,872 68.9 1,166.89

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  4,830百万円 21年12月期  4,872百万円

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 ― ― ― 25.00 25.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
― ― 30.00 30.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（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

5,660 2.5 29 △39.5 68 △28.9 19 △51.5 4.55

通期 11,545 7.5 204 123.5 260 15.8 91 4.9 21.79
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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 
 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。 

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 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 4,521,000株 21年12月期  4,521,000株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  345,206株 21年12月期  345,206株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 4,175,804株 21年12月期第1四半期 4,175,804株
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 当第１四半期の世界経済は、一部地域の財政不安など新たなリスクを不安視する見方があったものの、引き続き好

調な中国など新興国の台頭を中心に、先進諸国においても概ね改善傾向の中、推移いたしました。 

 一方、わが国経済は、二番底懸念の後退が言われるなど、改善の兆しがうかがえるものの、依然雇用不安等による

消費の低迷やデフレなど先行きに不透明な要因を残し、景気の本格回復には至らない状況であります。 

 このような環境下、当企業集団は、要員稼働率の向上、作業効率の改善、オフショア開発の促進、高い付加価値サ

ービスによる受注単価の改善という、期初に掲げました４つの重点施策に懸命に取り組んでまいりました。その結

果、情報化投資の減少等、依然厳しい環境下ではありましたが、売上高につきましては前年同期比若干の減収にとど

まりました。 

 収益面においては、受注単価の引下げ等が響き、営業利益、経常利益がともに前年同期比減益となりました。 

 また、これをうけて当期利益につきましても前年同期比減益となりました。 

 以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高29億29百万円（前年同期比3.0％減）、営業利益76百万円（前年同期

比34.6％減）、経常利益１億５百万円（前年同期比14.2％減）、当期純利益55百万円（前年同期比13.1％減）となり

ました。 

  

  

(1）資産、負債及び純資産の状況 

資産は、71億39百万円と前連結会計年度末より66百万円（前期末比0.9％増）増加いたしました。これは主とし

て現金及び預金の増加によるものであります。 

負債は、23億９百万円と前連結会計年度末より１億８百万円（前期末比4.9％増）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、48億30百万円と前連結会計年度末より42百万円（前期末比0.9％減）減少いたしました。これは主と

して配当の支払いによる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67.7％と前連結会計年度末より1.2ポイント低下いたしました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

  

当第１四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、２億73百万円（前年同期は36百

万円の減少）の増加となり、前連結会計年度末（平成21年12月31日）の資金残高22億30百万円を受け、当第１四半

期末の資金残高は25億４百万円となりました。 

  

（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３億80百万円（前年同期は37百万円の増加）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１億６百万円、賞与引当金の増加２億63百万円等の資金の増加要因が、未払金の減

少１億17百万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27百万円（前年同期は21百万円の増加）減少いたしました。この減少は主として関係

会社株式の取得による支出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79百万円（前年同期は95百万円の減少）減少いたしました。この減少は配当金の支払

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、穏やかな回復基調にあると見られますが、国際競争力の低下は否めず、消費の伸び悩みや

デフレ傾向の中、急激な景気回復は望めないと予想されます。とりわけ当企業集団の属する情報サービス産業にお

いては、投資抑制の傾向は依然顕著であり、当面は厳しい状況が続くものと予想されます。 

 このような中、当企業集団の第１四半期における業績は、前期末時点で比較的高水準であった仕掛品の販売等が

寄与し、期初計画を上回る水準で推移いたしました。 

 しかしながら、主要取引先であるメーカ等の内製化による受注量の減少や、受注単価の引下げ要請は今後更に強

まると予想され、第２四半期以降の業績については厳しい状況であります。 

 よって、第２四半期連結累計期間および通期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

画のとおりとしております。 

  

  

 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。  

  

・「工事契約に関する会計基準」等の適用 

 受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「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

適用し、当第１四半期連結会計期間開始日以降に着手した契約から、制作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工事進行基準（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工事完

成基準を適用しております。 

 なお、当該変更による影響はありません。   

  

・表示方法の変更 

（連結損益計算書） 

 前第１四半期連結累計期間まで特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「役員退職慰労金」

（前第１四半期連結累計期間645千円）は、特別損失の総額の100分の20以上となったため、当第１四半期連

結累計期間より区分掲記することに致しました。 

  

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１四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,512,750 2,238,927

受取手形及び売掛金 1,615,607 1,809,749

商品及び製品 8,899 7,790

仕掛品 671,688 726,475

前払費用 108,045 84,542

繰延税金資産 205,491 194,826

その他 23,600 26,666

貸倒引当金 △1,871 △2,015

流動資産合計 5,144,212 5,086,962

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 283,974 283,974

減価償却累計額 △162,808 △160,591

建物及び構築物（純額） 121,166 123,382

土地 248,084 248,084

その他 86,069 86,069

減価償却累計額及び減損損失累計額 △55,972 △52,975

その他（純額） 30,096 33,093

有形固定資産合計 399,346 404,560

無形固定資産   

その他 97,551 107,748

無形固定資産合計 97,551 107,748

投資その他の資産   

投資有価証券 1,004,790 997,876

関係会社株式 30,000 －

関係会社出資金 119,295 119,295

長期前払費用 1,740 1,713

差入保証金 152,647 164,331

会員権 7,066 7,066

繰延税金資産 168,913 169,736

その他 15,111 15,738

貸倒引当金 △840 △1,501

投資その他の資産合計 1,498,726 1,474,257

固定資産合計 1,995,624 1,986,566

資産合計 7,139,837 7,073,529
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 598,725 653,892

短期借入金 70,000 70,000

未払金 293,706 428,973

未払費用 71,788 40,285

未払法人税等 66,434 68,524

未払消費税等 93,223 27,815

賞与引当金 525,944 262,604

受注損失引当金 48,152 14,452

その他 79,908 182,841

流動負債合計 1,847,884 1,749,388

固定負債   

長期未払金 141,341 141,516

退職給付引当金 24,969 24,039

役員退職慰労引当金 295,059 285,909

固定負債合計 461,369 451,465

負債合計 2,309,253 2,200,853

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 1,709,628 1,758,951

自己株式 △304,528 △304,528

株主資本合計 4,816,300 4,865,623

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,283 7,052

評価・換算差額等合計 14,283 7,052

純資産合計 4,830,583 4,872,675

負債純資産合計 7,139,837 7,073,529
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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）

前第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) 

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

売上高 3,020,291 2,929,070

売上原価 2,523,446 2,486,252

売上総利益 496,844 442,817

販売費及び一般管理費 379,183 365,889

営業利益 117,661 76,928

営業外収益   

受取利息 5,056 3,838

受取配当金 133 399

受取保険金 － 6,500

助成金収入 － 15,649

その他 1,625 2,624

営業外収益合計 6,816 29,012

営業外費用   

支払利息 282 259

為替差損 777 －

その他 306 －

営業外費用合計 1,366 259

経常利益 123,111 105,681

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 805

特別利益合計 － 805

特別損失   

固定資産除却損 1,932 －

投資有価証券評価損 3,796 －

役員退職慰労金 － 200

その他 2,097 －

特別損失合計 7,826 200

税金等調整前四半期純利益 115,285 106,287

法人税、住民税及び事業税 47,431 61,711

法人税等調整額 4,473 △10,496

法人税等合計 51,905 51,215

四半期純利益 63,380 55,071
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 115,285 106,287

減価償却費 14,406 15,739

貸倒引当金の増減額（△は減少） 170 △805

賞与引当金の増減額（△は減少） 254,692 263,340

受注損失引当金の増減額（△は減少） 141 33,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） 945 930

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,305 9,150

受取利息及び受取配当金 △5,190 △4,237

助成金収入 － △15,649

受取保険金 － △6,500

支払利息 282 259

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） △222,678 151,035

たな卸資産の増減額（△は増加） 62,195 53,677

仕入債務の増減額（△は減少） △37,307 △55,166

未払金の増減額（△は減少） △127,825 △117,759

未払消費税等の増減額（△は減少） 32,224 65,408

長期未払金の増減額（△は減少） △1,266 △175

その他の流動資産の増減額（△は増加） 5,969 △8,914

その他の流動負債の増減額（△は減少） △45,147 △76,064

その他 － 661

小計 35,323 414,915

利息及び配当金の受取額 2,623 2,538

利息の支払額 △221 △222

助成金の受取額 － 6,914

保険金の受取額 － 6,500

法人税等の支払額 △469 △50,332

営業活動によるキャッシュ・フロー 37,255 380,312

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 △1,008

定期預金の払戻による収入 800 702

有形固定資産の取得による支出 △10,082 △7,355

無形固定資産の取得による支出 － △773

投資有価証券の取得による支出 △150 △152

敷金及び保証金の差入による支出 △272 △286

敷金及び保証金の回収による収入 33,078 11,970

関係会社株式の取得による支出 － △30,000

長期前払費用の取得による支出 △577 △355

その他 165 △34

投資活動によるキャッシュ・フロー 21,855 △27,293
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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 △95,158 △79,501

財務活動によるキャッシュ・フロー △95,178 △79,501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △36,067 273,517

現金及び現金同等物の期首残高 1,898,610 2,230,485

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,862,543 2,504,003

㈱アイ・エス・ビー （9702） 平成22年12月期　第１四半期決算短信

－　9　－



 該当事項はありません。 

  

 前第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22年１月１日 至平成22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。 

  

 前第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22年１月１日 至平成22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。   

   

 前第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。  

  

 当第１四半期連結会計期間（自平成22年１月１日 至平成22年３月31日）  

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

   

 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）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

６．その他の情報
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