
平成23年12月期 第３四半期決算短信［日本基準］（連結） 

（百万円未満切捨て）
１．平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日） 

  

  

  
２．配当の状況 

  

      平成23年10月27日

上場会社名 日本オフィス・システム株式会社    上場取引所 大

コード番号 3790 ＵＲＬ http://www.nos.co.jp    

代表者     （役職名） 代表取締役社長 （氏名）尾嶋 直哉 

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役社長室長  （氏名）和田 文代 ＴＥＬ 03-4321-5502  

四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 

四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

(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 ％

23年12月期第３四半期  8,099 ― 167 ― 167 ―  77 ―

22年12月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

  
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

23年12月期第３四半期  37.27 ― 

22年12月期第３四半期 ― ― 

（注）平成23年12月期第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及び当第３四

半期の前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(2）連結財政状態  

  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

23年12月期第３四半期  5,679  2,423  42.7 1,159.07

22年12月期    ―    ―    ― ―

（参考）自己資本 23年12月期第３四半期 2,423百万円 22年12月期 ― 百万円 

（注）平成23年12月期第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、平成22年12月期の数値については

記載しておりません。 

  年間配当金

  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 

22年12月期 ―  15.00 ―  15.00  30.00

23年12月期 ― 20.00 ―     

23年12月期（予想）     20.00  40.00

（注）当四半期における配当予想の修正有無  ： 無
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３．平成23年12月期の業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

  

  

４．その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無 

新規 ―社（社名         ）、除外 ―社（社名         ） 

（注）１．当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

２．なお、特定子会社の異動には該当いたしませんが、株式会社イヌイシステムズを当第３四半期より連

結子会社としております。 

  

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有   

（注）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の有無となります。  

  

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更 無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。  

  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期3Q  2,091,000株 22年12月期    2,091,000株 

② 期末自己株式数           23年12月期3Q       267株 22年12月期          267株 

③ 期中平均株式数（四半期累計）    23年12月期3Q  2,090,733株 22年12月期3Q  2,090,733株 

  

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点

において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

  

※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予想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【添付資料】３ページ「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

  

  （％表示は、対前期増減率）

  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  10,733 ―  342 ―  330 ―  150 ―  71.75

（注）１．当四半期における業績予想の修正有無 ： 無  

２．平成23年12月期第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、通期の対前期増減率について

は記載しておりません。  
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から回復しつつあるものの、依然として

厳しい状況が継続しました。サプライチェーンの立て直しにより企業の生産活動には持ち直しの動きがあります

が、電力供給の制約、海外金融資本市場の混乱、急速な円高の進行により、今後、景気がさらに下振れするリスク

も残っております。 

国内情報サービス市場におきましても、大手企業での事業継続や災害対策への設備投資はあるものの、ＩＴアウ

トソーシング市場の成長鈍化やＩＴ投資の海外シフト、ＩＴ資産の「所有から使用」へのパラダイムシフト等の構

造的な要因もあり、企業のＩＴ投資の抑制傾向は常態化しております。 

このような経営環境のもと当第３四半期連結累計期間の経営成績は、前事業年度より継続した大型案件、子会社

化したイヌイシステムズ社の寄与もあり、売上高は80億99百万円、営業利益は１億67百万円、経常利益は１億67百

万円となりましたが、資産除去債務・事務所移転費用等の計上により四半期純利益は77百万円となりました。 

  

[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、大型開発案件の寄与もあり、売上高は13億68百万円、売上総

利益は３億15百万円となりました。 

システムエンジニアリング・サービスは、システム販売に伴う導入サービスの増加により、売上高は７億37百万

円、売上総利益は２億18百万円となりました。 

システムマネージメント・サービスは、ＩＴアウトソーシング市場の単価下落により、売上高は17億64百万円、

売上総利益は５億14百万円となりました。 

カスタマーエンジニアリング・サービスは、保守市場全体の縮小化継続により、売上高は９億85百万円、売上総

利益は２億31百万円となりました。 

このほか、連結子会社化したイヌイシステムズ社の寄与による売上高が２億93百万円、売上総利益44百万円があ

り、これらの結果、情報サービス事業全体では、売上高は51億49百万円、売上総利益は13億25百万円となりまし

た。 

システム販売事業は、前事業年度より継続したＰＣリプレース案件、サーバーリプレース案件の持ち直しにより

売上高は29億49百万円、売上総利益は４億18百万円となりました。  

※当第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比については記載しておりませ

ん。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産については、56億79百万円となりました。主な内訳は、現金及び預金12億

40百万円、受取手形及び売掛金14億46百万円、建物及び構築物（純額）８億89百万円であります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債については、32億56百万円となりました。主な内訳は、支払手形及び買掛

金５億82百万円、退職給付引当金11億23百万円であります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産については、24億23百万円となりました。 

  

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、営業活動により得られ

た資金が１億18百万円、投資活動により使用した資金が６億69百万円、財務活動により得られた資金が５億34百

万円となり、当第３四半期連結会計期間末の資金は12億40百万円となりました。 

当第３四半期連結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） 

営業活動の結果、得られた資金は１億18百万円となりました。 

これは、主に仕入債務の減少13億72百万円があったものの、売上債権の減少14億50百万円があったことによる

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、使用した資金は６億69百万円となりました。 

これは、主に差入保証金の回収による収入１億20百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出８億

38百万円があったことによるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、得られた資金は５億34百万円となりました。 

これは、主に長期借入れによる収入７億円、長期借入金の返済による支出50百万円、配当金の支払額１億12百

万円によるものであります。 

※当第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末との比較及び前年同期比に

ついては記載しておりません。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年12月期の業績につきましては、平成23年７月28日に公表いたしました「連結決算開始に伴う連結業績予

想に関するお知らせ」の業績予想に変更はありません。 

  

（１）期中における重要な子会社の異動の概要 

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

なお、特定子会社の異動には該当しませんが、株式会社イヌイシステムズの全株式を取得し子会社としたため、

連結の適用範囲に含め、当第３四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しております。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結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、第２四半期会計期間末

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用してお

ります。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ 千円減少し、税金等調整前

四半期純利益は 千円減少しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要  

該当事項はありません。 

  

２．その他の情報

1,325

25,221

日本オフィス・システム（株）（3790）平成23年12月期第３四半期決算短信（連結）

3



３．四半期連結財務諸表 
（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23年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,240,615

受取手形及び売掛金 1,446,613

商品及び製品 107,028

仕掛品 13,593

その他 319,543

貸倒引当金 △1,002

流動資産合計 3,126,390

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 889,391

土地 814,407

その他（純額） 65,425

有形固定資産合計 1,769,224

無形固定資産  

ソフトウエア 41,904

その他 31,008

無形固定資産合計 72,913

投資その他の資産  

繰延税金資産 476,139

その他 248,786

貸倒引当金 △13,866

投資その他の資産合計 711,060

固定資産合計 2,553,197

資産合計 5,679,588

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 582,526

1年内返済予定の長期借入金 100,000

未払法人税等 76,285

賞与引当金 196,316

役員賞与引当金 5,749

その他 578,001

流動負債合計 1,538,878

固定負債  

長期借入金 550,000

退職給付引当金 1,123,556

資産除去債務 10,362

その他 33,486

固定負債合計 1,717,404

負債合計 3,256,283
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,177,443

資本剰余金 325,476

利益剰余金 922,952

自己株式 △564

株主資本合計 2,425,306

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △2,001

評価・換算差額等合計 △2,001

純資産合計 2,423,305

負債純資産合計 5,679,588
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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23年１月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 8,099,226

売上原価 6,355,254

売上総利益 1,743,971

販売費及び一般管理費 1,576,823

営業利益 167,147

営業外収益  

受取利息 258

受取配当金 201

受取手数料 2,857

受取保険配当金 3,937

その他 2,576

営業外収益合計 9,831

営業外費用  

支払利息 9,473

その他 84

営業外費用合計 9,557

経常利益 167,421

特別利益  

保険解約返戻金 6,742

負ののれん発生益 13,369

その他 2,321

特別利益合計 22,433

特別損失  

事務所移転費用 30,952

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23,896

その他 2,889

特別損失合計 57,737

税金等調整前四半期純利益 132,117

法人税、住民税及び事業税 74,321

法人税等調整額 △20,117

法人税等合計 54,203

少数株主損益調整前四半期純利益 77,913

少数株主利益 －

四半期純利益 77,913
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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23年１月１日 

 至 平成23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 132,117

減価償却費 43,948

負ののれん発生益 △13,369

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 23,896

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,321

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,787

受取利息及び受取配当金 △460

支払利息 9,473

事務所移転費用 30,952

売上債権の増減額（△は増加） 1,450,917

たな卸資産の増減額（△は増加） 112,453

仕入債務の増減額（△は減少） △1,372,308

その他 △98,296

小計 297,216

利息及び配当金の受取額 455

利息の支払額 △9,473

事務所移転費用の支払額 △23,216

法人税等の支払額 △146,460

営業活動によるキャッシュ・フロー 118,522

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 △838,764

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

39,731

その他 129,638

投資活動によるキャッシュ・フロー △669,394

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △50,000

配当金の支払額 △112,113

その他 △3,835

財務活動によるキャッシュ・フロー 534,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,820

現金及び現金同等物の期首残高 1,257,435

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,240,615
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該当事項はありません。  

  

①報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社グループは、ＩＴソリューションプロバイダーとして、お客様のＩＴライフサイクル全般にわたるサービ

スを主要業務としており、情報サービス事業である「エンタープライズアプリケーション・サービス」（アプリ

ケーション開発等）、「システムエンジニアリング・サービス」（導入サービス及びネットワーク関連）、「シ

ステムマネージメント・サービス」（運用・お客様支援サービス）、「カスタマーエンジニアリング・サービ

ス」（保守サービス）、「その他」（子会社が行う情報サービス事業）とコンピューター及び関連機器を販売す

る「システム販売事業」の６つを報告セグメントとしております。  

  

②報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年９月30日） 

（単位：千円）

  

③報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

（単位：千円）

  

④報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

「その他」（子会社が行う情報サービス事業）セグメントにおいて、株式会社イヌイシステムズの全株式を取

得し、連結子会社としたことにより、負ののれん発生益が 千円発生しております。 

  

（追加情報） 

第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。  

  

  

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

  

  

報告セグメント 

合計 
消去又は 

全社  
連結 

        

エンタープライ

ズアプリケーシ

ョン・サービス 

システムエンジ

ニアリング・ 

サービス 

システムマネー

ジメント・ 

サービス 

カスタマーエン

ジニアリング・

サービス 

その他 
情報サービス

事業 

システム販売

事業 

売上高                

外部顧客への売

上高 
 1,368,111  737,852  1,764,939 985,677 293,088 5,149,669 2,949,557  8,099,226  － 8,099,226

セグメント間の

内部売上高 

又は振替高 

 700  －  － － 1,020 1,720 －  1,720  △1,720 －

計  1,368,811  737,852  1,764,939 985,677 294,109 5,151,390 2,949,557  8,100,947  △1,720 8,099,226

セグメント利益  315,819  218,847  514,550 231,442 44,867 1,325,527 418,444  1,743,971  － 1,743,971

利益 金額 

報告セグメント計  1,743,971

販売費及び一般管理費 △  1,576,823

四半期連結損益計算書の営業利益  167,147

13,369

（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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４．（参考）個別財務諸表

（１）（参考）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23年９月30日）  

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成22年12月31日）  

資産の部   

  流動資産   

    現金及び預金 1,103,013 1,257,435

    受取手形及び売掛金 1,313,123 2,762,854

    商品及び製品 107,028 213,939

    仕掛品 13,593 19,135

    その他 305,950 440,737

    貸倒引当金 △535 △2,874

    流動資産合計 2,842,173 4,691,229

  固定資産    

    有形固定資産   

      建物（純額）  889,357 498,916

      土地 814,407 317,378

      その他（純額） 65,368 49,312

      有形固定資産合計 1,769,132 865,607

    無形固定資産     

      ソフトウエア 41,904 37,021

      その他 30,704 30,704

      無形固定資産合計 72,609 67,725

    投資その他の資産     

      繰延税金資産 476,139 472,612

      その他 374,199 447,822

      貸倒引当金 △13,866 △13,844

      投資その他の資産合計 836,473 906,590

    固定資産合計 2,678,215 1,839,924

  資産合計 5,520,389 6,531,153

負債の部 

  流動負債 

    支払手形及び買掛金 523,140 1,895,233

    １年内返済予定の長期借入金 100,000 -

    未払法人税等 61,600 149,000

    賞与引当金 173,192 23,095

    役員賞与引当金 5,749 -

    その他 533,599 867,334

    流動負債合計 1,397,281 2,934,663

  固定負債 

    長期借入金 550,000 -

    退職給付引当金 1,123,556 1,143,343

    資産除去債務 10,362 -

    その他 33,196 32,885

    固定負債合計 1,717,114 1,176,228

  負債合計 3,114,396 4,110,891
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（単位：千円）

  
当第３四半期会計期間末  

（平成23年９月30日）  

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成22年12月31日）  

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 905,870 918,214

    自己株式 △564 △564

    株主資本合計 2,408,224 2,420,568

  評価・換算差額等 

    その他有価証券評価差額金 △2,231 △307

    評価・換算差額等合計 △2,231 △307

  純資産合計 2,405,993 2,420,261

負債純資産合計 5,520,389 6,531,153
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（２）（参考）四半期損益計算書

（単位：千円）

  

前第３四半期累計期間 

（自 平成22年１月１日 

至 平成22年９月30日）  

当第３四半期累計期間 

（自 平成23年１月１日 

至 平成23年９月30日） 

売上高 6,667,593 7,806,837

売上原価 5,174,459 6,108,055

売上総利益 1,493,133 1,698,782

販売費及び一般管理費 1,452,033 1,540,454

営業利益 41,099 158,328

営業外収益 

  受取利息 817 257

  受取配当金 64 102

  受取手数料 3,189 2,857

  負ののれん償却額 10,923 -

  受取保険配当金 - 3,937

  雑収入 2,993 2,576

  営業外収益合計 17,987 9,731

営業外費用 

  支払利息 416 9,473

  雑支出 150 84

  営業外費用合計 567 9,557

経常利益 58,519 158,501

特別利益 

  貸倒引当金戻入額 - 2,317

  投資有価証券受贈益 8,978 -

  保険解約返戻金 - 6,742

  特別利益合計 8,978 9,059

特別損失 

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 - 23,896

  固定資産除却損 50 1,387

  賃貸借契約解約損 1,806 832

  事務所移転費用 - 29,382

  特別損失合計 1,856 55,497

税引前四半期純利益 65,642 112,063

法人税、住民税及び事業税 107,458 63,045

法人税等調整額 △73,357 △11,812

法人税等合計 34,100 51,232

四半期純利益 31,541 60,831
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