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1.  平成23年12月期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年12月期 9,439 △14.6 △460 ― △314 ― △924 ―
22年12月期 11,058 3.0 △24 ― 174 ― 41 ―
（注）包括利益 23年12月期 △958百万円 （―％） 22年12月期 50百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年12月期 △221.33 ― △21.7 △5.1 △4.9
22年12月期 9.94 ― 0.9 2.5 △0.2
（参考） 持分法投資損益 23年12月期  ―百万円 22年12月期  ―百万円

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 5,559 3,709 66.7 888.08
22年12月期 6,889 4,811 69.8 1,152.28
（参考） 自己資本   23年12月期  3,709百万円 22年12月期  4,811百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年12月期 △889 470 △125 1,240
22年12月期 335 △694 △104 1,768

2.  配当の状況 

（注）平成24年12月期期末配当金の内訳   普通配当 15円00銭   特別配当 5円00銭 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年12月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 125 301.9 2.6
23年12月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 41 ― 1.0
24年12月期(予想) ― 0.00 ― 20.00 20.00 ―

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 5,100 5.3 105 ― 135 ― 80 ― 19.16
通期 11,000 16.5 290 ― 350 ― 190 ― 45.50
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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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年12月期 4,521,000 株 22年12月期 4,521,000 株
② 期末自己株式数 23年12月期 345,206 株 22年12月期 345,206 株

③ 期中平均株式数 23年12月期 4,175,794 株 22年12月期 4,175,794 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年12月期の個別業績（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年12月期 8,778 △17.1 △418 ― △296 ― △929 ―
22年12月期 10,595 4.0 9 △89.7 174 △18.8 44 △43.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年12月期 △222.64 ―
22年12月期 10.74 ―

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 5,409 3,666 67.8 878.13
22年12月期 6,747 4,752 70.4 1,138.04
（参考） 自己資本 23年12月期  3,666百万円 22年12月期  4,752百万円

2.  平成24年12月期の個別業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表に対する監
査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見直しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記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添付資料の２ページを参照して下さい。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 4,300 △5.0 145 ― 75 ― 17.96
通期 9,340 6.4 330 ― 175 ― 41.91
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(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、前年からの回復基調を引き継ぎ、堅調な立ち上がりを見せたものの、東

日本大震災の発生以降、景気回復に急ブレーキがかかる厳しい状況となりました。その後、震災の影響による経済

停滞は徐々に回復してきたものの、ギリシャをはじめとする欧州の財政悪化問題の顕在化や米国の景気減速感、ま

たそれらを背景とする対ユーロ・ドル円高の急激な進行、タイの洪水による工場の生産中止など、景気下振れ懸念

により先行きが極めて不透明な状況で推移いたしました。 

 当情報サービス産業界におきましても、同様に先行き不透明な状況にあって、企業等が情報化投資により一層慎

重であったことや、メーカー等の製品開発抑制・延期の影響が大きく、ソフトウェア開発需要の低迷が顕著となり

ました。  

 このような状況の中、当社グループは高い技術とサービスの提供に努め、また営業活動の強化に取り組み、既存

顧客へのアプローチはもとより、新規顧客開拓にも鋭意努力することで、 大限の受注獲得に注力してまいりまし

た。 

結果として、フィーチャーフォンからスマートフォンなどの流れに代表される、市場の動向に即応した受注展開

や、新規顧客からの受注獲得などで一定の成果を得ることができました。しかしながら、旧来の主要顧客であるメ

ーカーのソフトウェア開発需要は確実に低下してきており、既存分野の受注減少を新たな取り組みで埋めるまでに

は至りませんでした。 

また、ソフトウェア開発需要の低迷は、全般のデフレ基調もあって、受注単価の低下をもたらしております。こ

れらの結果、連結売上高は前年同期を下回りました。 

このような厳しい環境の中、一定の利益を確保すべく、作業効率の向上に努めてまいりましたが、需要低迷によ

る稼働率の低下や受注単価の低下の影響を補うには至らず、営業損失となりました。 

 以上の結果、当連結会計期間の業績は、売上高94億39百万円（前年同期比14.6％減）、営業損失４億60百万円、

経常損失３億14百万円、当期純損失９億24百万円となりました。  

  

② 次期の見通し 

今後のわが国経済の見通しにつきましては、欧州の財政悪化問題や、円高傾向がなおくすぶる為替動向など海外

の影響、並びに財政難や今後の高齢化・少子化による国内経済の停滞感など、先行き不透明な要因が多く、当面は

厳しい状況が続くものと考えております。 

当社の次期の見通しにつきましても、そのような経済状況に加え、情報サービス産業の、とりわけソフトウェア

開発の需要増は大きく見込めないという厳しい観点に立ち計画しております。今後、特に影響が大きいとみられる

大手メーカーからの既存業務の減少分を、既に取り組んでおります車載、デジタル家電、医療などにて、新たなお

客様を開拓することでカバーし、新しい取り組みと併せ、事業拡大につなげてまいります。また、受注の拡大に対

応した協力会社の活用も計画的に推進してまいります。なお、連結売上高の見通しにつきましては、次期から連結

子会社となりますノックスデータ株式会社の売上高見通しを含んでおります。 

一方、利益面においては、昨年実施した希望退職制度によるコスト削減効果が次期から顕在化することや、人件

費の抑制、全ての事業所で使用スペースを見直すなど、あらゆる管理費を見直し、販売費及び一般管理費の大きな

削減を行いました。これにより、利益を出せるコスト構造に変革しております。 

また、作業効率と稼働率の向上を着実に図り、引き続きオフショア（ISB VIETNAM CAMPANY LIMITED）の活用を

推進することで、原価の低減にも鋭意努力してまいります。 

以上、次期の連結業績予想は以下のとおりであります。  

  

［平成24年度連結業績見通し］ 

売上高       110億円   （前年同期比 16.5％増） 

営業利益      ２億90百万円（前年同期比   －％） 

経常利益      ３億50百万円（前年同期比    －％） 

当期純利益     １億90百万円（前年同期比    －％） 

（注記） 上記の見通しにつきましては、現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや

不確実性が含まれております。 

したがいまして、実際の業績は様々な要因により、上記の見通しとは異なる場合があります事をご承知お

き下さい。  

  

１．経営成績

-  2  -

㈱アイ・エス・ビー　(9702)　平成23年12月期　決算短信



(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び資本の状況 

 当連結会計年度末における総資産は55億59百万円と前期末比13億29百万円（前期末比19.3％減）減少いたしまし

た。 

 これは主に、現金及び預金、有価証券の減少によるものであります。 

 負債は、18億50百万円と前期末比２億27百万円（前期末比10.9％減）減少いたしました。 

 この減少は、役員退職慰労引当金、賞与引当金等の減少が未払金等の増加を上回ったことによるものでありま

す。 

 純資産は、37億９百万円と前期末比11億１百万円（前期末比22.9％減）減少いたしました。 

 この減少は、利益剰余金の減少によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、５億27百万円の減少（前年同期は４億62百万

円の減少）となりました。その結果、前連結会計年度末（平成22年12月31日）の資金残高17億68百万円を受け、当

連結会計期間末の資金残高は、12億40百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減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、資金の減少は８億89百万円（前年同期は３億35百万円の増加）となりました。 

この減少は、主に税金等調整前当期純損失11億９百万円、役員退職慰労引当金の減少２億22百万円、仕入債務の減

少１億24百万円等の資金の減少要因が、主に未払金の増加額２億88百万円、売上債権の減少額２億43百万円等の資

金の増加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、資金の増加は４億70百万円（前年同期は６億94百万円の減少）となりました。 

これは、主に投資有価証券の償還による収入17億円等の資金の増加要因が、主に投資有価証券取得による支出12億

６百万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。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、資金の減少は１億25百万円（前年同期は１億４百万円の減少）となりました。この減少は配当

金の支払によるものであります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

（会社の利益配分に関する基本方針） 

 当社は、株主への利益還元を行うことを経営の重要課題の一つとして位置づけ、更なる経営基盤の強化、積極的

な事業展開、組織・運営効率の向上及び財務体質の強化を図りつつ、各期の業績、将来の事業展開、配当性向等を

勘案しながら、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。 

 株主の皆様への具体的な収益還元につきましては、中長期的に連結ベースで当期純利益の30％程度の配当を目標

にしております。また内部留保につきましては、経営基盤の強化と今後の積極的な事業拡大に充当する予定であり

ます。 

 当期の配当につきましては、当期純損失の中、収益還元という観点からは配当が難しい状況でありますが、可能

な限り安定した配当を継続するという基本方針に沿い、平成23年11月16日に修正させていただきましたとおり１株

当たり10円（普通配当 10円）の配当を予定しております。 

また、次期の配当につきましては、１株当たり20円（普通配当 15円、特別配当 ５円）を予定しております。 

  

（投資単位の引下げに関する考え方及び方針等） 

 投資単位の引下げについては、平成13年５月１日より、１単元の株式数を1,000株から100株に変更し投資家層の

拡大と流通の活性化に努めております、今後も当社株式の流通活性化へ向け柔軟に対応してまいりたいと考えてお

ります。 
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(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業展開上のリスク要因になる可能性があると考えられる主な事項を以下に記載しております。 

 なお、本項においては、将来に関する事項を記載している場合には、当該事項は本書提出日現在において判断した

ものであります。 

  

① 技術革新について 

 当社グループの主力事業では、技術革新が急激に進行しており、技術標準の変化などが、当社グループの財政状

態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

② 人材確保・育成について 

 当社グループは高度な技術力の提供を通じて競合他社との差別化を図ることを基本としておりますが、それを支

えるのは技術スタッフであり、そのため優秀な人材の確保・育成が重要な課題であると考えております。 

 当社グループの必要とする人材を確保・育成できない場合は、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を

及ぼす可能性があります。 

③ 不採算プロジェクトについて 

 当社グループの受託ソフトウェア開発では、業務の性質により受注時に開発規模等を正確に見積もることが困難

な場合や受注後の諸条件の変更により、プロジェクトの採算が悪化する場合があります。 

 また、当社グループの提供するソフトウェア製品・サービスにおいて、不具合（バグ）の発生やサービス不良品

等の品質上の問題により手直し等の追加コストの発生や損害賠償が発生する可能性があります。 

 これらは、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

④ 情報セキュリティについて 

 当社グループは、顧客、従業員などの個人情報やその他秘密情報を有しています。 

 これら情報の保護に細心の注意を払っており、シンクライアントなどのシステム強化、従業員教育及び内部監査

の実施などの施策を推進していますが、万一、情報の流出が発生した場合、当社グループの信用低下や多額の費用

発生（流出防止対策、損害賠償など）により当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 知的財産権について 

 当社グループが知的財産権に関し訴訟等を提起され、又は当社グループが自らの知的財産権を保全するため訴訟

等を提起しなければならない事態が生じる可能性があります。 

 このような訴訟等には、時間、費用その他の経営資源が費やされ、また、訴訟等の結果によっては、当社グルー

プが重要な技術を利用できなくなる可能性や損害賠償責任を負う可能性があり、当社グループの業績及び財政状態

に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 事業継続について 

 当社グループの業績は、事故や地震・台風などの自然災害、紛争・暴動・テロなどの人為的災害、新型インフル

エンザなどの感染症の流行などにより事業活動の継続に支障をきたす可能性があります。 

 このようなリスクに備え、当社グループは、事業継続計画(BCP)を整備し影響の回避に努めています。 
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 当社グループ（当社および当社の関係会社）は、㈱アイ・エス・ビー（当社）、㈱エス・エム・シー、

ISB VIETNAM COMPANY LIMITED、イー・ストーム㈱、㈱ＩＳＢパーソナルサービス及び㈱アイエスビー東北（以上子会

社５社）で構成されており情報サービスの事業活動を行っております。 

 当社グループの主な事業内容と当社および関係会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

 なお、次の３部門について企業集団は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載

しております。 

   

  以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

２．企業集団の状況

事業部門 主要な会社及び当該事業における位置付け 

＜ソフトウエア開発＞ 

携帯端末向けソフトウェア開発 

医療・家電・車載等の組み込みソフトウェア開発、組

み込みIPソリューションの提案、モバイルインフラ機

器装置の開発、官庁・公共・自治体向けソフトウェア

開発、銀行・証券および民間企業向けの基幹システ

ム・ソフトウェア開発 

当社、㈱エス・エム・シー、イーストーム㈱、 

   ㈱アイエスビー東北 

（会社総数４社） 

ISB VIETNAM COMPANY LIMITED（非連結） 

（会社総数１社） 

＜Ｆ・Ｍサービス＞ 

データセンターサービス  

運用設計・インフラ構築および運用保守サービス 

当社、㈱エス・エム・シー 

（会社総数２社） 

＜その他＞ 

ソフトウエア開発に付随した機器の販売  

オンデマンド印刷を中心とした情報加工サービス  

パソコン教室およびIT関連教育の運営 

当社、㈱ＩＳＢパーソナルサービス（非連結） 

（会社総数２社） 

-  5  -

㈱アイ・エス・ビー　(9702)　平成23年12月期　決算短信



-  6  -

㈱アイ・エス・ビー　(9702)　平成23年12月期　決算短信



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、ミッションである「私たちは、先見的で卓越した技術力を核とし、チームISBの知恵を結集させ

て、顧客や社会のこれからに役立つ解決策を提案することを、組織の使命とします。」を常に追求し、ビジョンを実

現してまいります。 

 当社グループのビジョンは、「より良いICT社会を実現する：チームISB」 

１、”卓越した技術とサービスを提供するチームISB” 

２、”国際競争に勝ち抜くチームISB” 

３、”次世代に通用する人材を育成するチームISB” 

 であり、全社員がチームISBとして一丸となって、これからも前進を続けてまいります。  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、本業の儲けを示す営業利益の増大を目指し、事業の展開を図っております。 

 また、財務戦略として、安定した経営基盤を維持すべく健全性に重きを置き有利子負債等を可能な限り抑える方針

をとっており、従って営業外費用の低下にも努めております。 

 これらのことから、経営指標としては経常利益率を重要視しており、売上高経常利益率５％以上を目標として揚げ

ております。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社の中期経営計画（３ヵ年）は、１年毎見直しするローリング方式を採用しており、新中期経営計画における重

点取り組み事項および事業展開の方向性は以下のとおりです。なお、３カ年計画の数値目標につきましては、不透明

要因も多いことから、第２四半期末をめどに公表させて頂きたいと考えております。 

① ソフトウェア開発事業について 

ア）モバイル関連の組込みソフトウェア開発 

 当社の主力業務であるモバイル端末およびそのインフラ開発などメーカーの受託業務が縮小傾向にあり、メ

ーカー等の決算発表を見ても大変厳しい状況であることから、当社への発注もさらに縮小することが予想され

ます。したがって、当社としては、より付加価値の高い提案をして、縮小幅を抑えてまいります。 

イ）モバイル関連以外の組込みソフトウェア開発 

 既存業務の減少分は、同じ受託開発でありますが、既に取り組んでおります車載、デジタル家電、医療など

にて、新たなお客様を開拓して、拡大してまいります。 

組込み事業、ＩＴサービス事業ともにLinux技術を中心としたオープン化（ＯＳＳ：オープンソースソフト

ウェア）が進んでおり、両事業の垣根が低くなっております。これは、新たなビジネスチャンスでもあり、当

社グループとして受注機会の拡大に向けた活動を積極的に展開してまいります。また、スマートフォン、タブ

レットＰＣ等の急増により、ＩＴ関連と関係の少ない一般企業がスマートフォン、タブレットＰＣ等を利用し

たＩＴサービス事業に進出しており、当社の保有技術と適合する分野でもあることから、事業拡大領域として

関連業務の受注を推進してまいります。 

ウ）ＩＴサービス等の事業領域における事業の推進 

主要顧客であるメーカーからのソフトウェア開発業務が徐々に減少してきている中、同業務に加え、ＩＴサ

ービス分野においていかに事業を創出し収益を獲得していくかは、当社の収益基盤を強化するための 重要課

題であると認識しております。 

 ソーシャルネットワーク等のクラウドサービスを利用した様々なビジネスの拡大により、インフラ（データ

センター等）構築・運用管理市場の拡大が顕著であり、今後も高い成長率が見込まれています。これまで以上

に、それら分野での事業拡大を実現していくこと、「作る」から「使う」の流れにそった、ＩＴサービス全般

の今後の市場動向に即応し続けることで、当社グループの事業ポートフォリオを時代が求めているものに変革

してまいります。 

② コスト構造の変革 

 従来のビジネスモデルによる収益獲得能力が低下してきている中にあって、新しい事業の展開により強固な収

益モデルの構築を推進している現在の過渡期においては、まずコスト削減による一定の利益確保、すなわち絶対

黒字化に向けたコスト構造の変革が大変重要であると考えております。 

 そういった観点から、当期におきましては希望退職制度を実施し、また来期は販売費及び一般管理費を大幅に

削減いたします。一方、事業においての原価低減への取り組みとしては、引き続きISB VIETNAM CAMPANY 

LIMITEDの活用に注力すること、開発効率を更に高めること、また、協力会社との関係強化を一層進め、外注量

の増加を図ることを進めてまいります。 

３．経営方針
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③ 技術力の向上＝社員・技術者育成 

 ＩＴ業界の技術変化の速さや、つぎつぎに生み出される新しいＩＴサービス、先端ソフトウェアを用いたさま

ざまな製品、これらに技術で対応し、お客様の信頼に応えていくことは、今後も継続して取り組むべき課題であ

り、また当社グループの将来に大きな影響を与える要因であると認識しております。今後は国内企業だけではな

く、世界の中で厳しい生存競争に勝ち残るためにはＩＴ技術者の強化・育成は不可欠であり、全力で取り組むべ

き課題であると考えております。 

④ 自主事業の推進 

 ソフトウェア開発の受託が設立以来の主たる事業である当社グループにとりまして、自主事業による利益の創

出は社員のモチベーションや収益源の多様化を考えた企業継続の観点から、将来に向けて継続的に取り組むべき

重要な課題であると考えております。現在主に取り組んでおりますのは、アプリケーション・コンテンツ配信事

業であり、iPhone に展開しておりますが、今後は Android にも展開を図ってまいります。 

(4）会社の対処すべき課題 

 中長期的な会社の経営戦略及び事業等のリスクに記載しておりますので、ご参照ください。 
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(5）内部管理体制の整備・運用状況 

○ 内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の

状況 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、株主重視の考え方に立ち株主価値を高めるため、特に経営の透明性の確保及び適時適切な情報開示

への取組み、コーポレート・ガバナンスの強化を図っていく方針であります。 

② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

 (ⅰ）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の

状況 

(a）会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況 

・ 委員会等設置会社であるか監査役制度採用会社であるかの別 

監査役制度を採用しております。 

・ 社外取締役、社外監査役の選任の状況 

社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役は、監査役４名のうち３名であります。 

・ 業務執行、監視の仕組み 

◇ 透明性確保経営の実践 

 中期計画・予算・経営課題等の重要な経営情報については、役員・社員による情報の共有化を図る

一方、四半期単位の業績について投資者への適時適切な情報の開示を行うと伴に、各事業所を訪問し

全社員に詳細に亘り説明しております。また、従業員の能力主義の具現化及び人事評価の公正を保つ

ため、人事評価プロセスの明確化・評価結果の分布状況を公表しております。 

◇ 取締役会の充実 

 毎月１回また必要に応じて随時開催し、各部所の業務計画に対する月次・四半期単位の進捗状況を

報告形式で求め、取締役全員が問題の所在を共有化し、対策を打てる体制を敷いております。 

◇ 経営会議の充実 

 業務執行の責任者である社長及び取締役、常勤監査役、執行役員、事業部長、関連会社社長が出席

し、毎月開催しております。付議事項は会社の重要な業務執行の審議で、主に中長期の経営課題及び

経営方針の検討、年度計画の方針、四半期及び月次経営計画の進捗状況について活発な議論が交わさ

れております。 

◇ 監査役機能の充実 

 監査役が取締役会へ出席し、取締役の業務執行の状況を客観的立場に立って監査し、毎月１回取締

役会開催後さらに必要に応じ「監査役会」を開催しております。 

◇ 監査部機能の充実 

 社長直轄の「監査部」を設置し、業務執行ラインとは異なる立場で関連会社を含む各部所における

業務執行の状況を監査し、不正及び過誤の防止に努めております。 

◇ 法務知財室の設置 

 管理本部内に同室を設置し、ガバナンス形成及びリスク予防、コンプライアンス遵守を拠り所とし

て社内の法意識を高め、契約法務や知的財産を巡る法務のリスク管理を行っております。 

 また、国内外の輸出入関係法令については、事務統括部が管理、指導しております。 

-  9  -

㈱アイ・エス・ビー　(9702)　平成23年12月期　決算短信



(b）リスク管理体制の整備の状況 

・ 内部情報の管理 

役員及び従業員が証券取引法に定めるインサイダー取引を事前に防止する為にインサイダーマニュアル

を配布し、インサイダー取引の防止に努めております。引き続き、専門家等を講師に招き、管理職を中

心とした教育を実施してまいります。 

・ コンプライアンスの強化 

常務取締役管理本部長を委員長とした取締役・執行役員・事業部長を構成員とするコンプライアンス委

員会を設置しております。この委員会ではコンプライアンス状況の監視と教育や調査を行い、企業倫理

及び法令遵守の周知徹底を図っております。 

 また、人事部主管によるコンプライアンスプログラム教育を全社員に 低年１回の受講義務を課し実

施しております。 

・ 情報セキュリティ及び個人情報保護 

情報セキュリティ及び個人情報保護につきましては、平成20年12月にプライバシーマークを取得してお

りますが、引き続き社内規程に基づいた教育と運用を行い個人情報と機密情報の管理を徹底しておりま

す。 

 また、モバイルパソコンの暗号化、シンクライアントシステムの導入等で情報セキュリティ強化を図

っております。  

・ リスク管理委員会について 

 全社的なリスクを総括的に管理し、リスクの顕在化を予防し、またリスクが顕在化した場合は迅速か

つ的確に対応することにより被害を 小限にくい止めることを目的に、代表取締役社長を委員長とする

「リスク管理委員会」を設置しております。 

 当委員会は、リスク管理の責任体制の構築および運営、リスク管理の推進、緊急事態発生時の対策本

部の設置および運営、リスク顕在時の再発防止の対策、リスク管理システムの構築等を行っておりま

す。 

(c）内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

・ 内部監査の状況について 

内部監査担当部署として社長直轄の「監査部」を設置しております。監査部は、毎期作成する内部監査

実施計画書に基づき業務ラインとは異なる立場で監査計画、組織および制度監査、業務監査等を実施

し、不正および過誤の防止ならびにそれらの早期発見に努め、監査結果を社長に報告するとともに被監

査部署に改善事項の勧告をおこない改善回答書を提出させております。 

・ 監査役監査の状況について 

監査役が取締役会へ出席し、取締役の業務執行の状況を客観的立場に立って監査し、必要な提言を行っ

ております。 

 また、毎月１回取締役会開催後、さらに必要に応じ「監査役会」の開催と常勤監査役については、経

営会議にも出席し提言しております。 

・ 会計監査の状況について 

 当社は、会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任し、金融商品取引法および会社法に基づき会

計監査を受けております。 

（注） 継続監査年数については７年以内であるため、記載を省略しております。 

 内部監査、監査役監査および会計監査の連携については、常勤監査役と監査部は毎月、監査部の監

査調書をもとに意見交換を行っております。 

 また、会計監査人とも必要に応じて意見交換を行っております。 

 ・業務を遂行した公認会計士の氏名  井上 隆司氏、片岡 久依氏 

 ・所属する監査法人名  有限責任監査法人トーマツ  

 ・継続監査年数（注）  －  

 ・監査業務に係る補助者の構成  公認会計士   ７名  

   会計士補等   ３名 

   その他の従事者 ２名 
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(d）その他 

・ 開示情報の適正化及びIR活動の活性化 

  

◇ 四半期財務情報の開示及び決算短信の充実 

 平成16年４月（第35期第１四半期）四半期開示を行うとともに決算短信において、当社が対処すべ

き課題や向こう３年間の中期経営計画を公表し、各期の具体的な数値目標を設定し明示しておりま

す。 

◇ アナリスト向け情報と個人投資家向け情報との格差の是正 

 決算発表後即時に開示情報をホームページにて掲載する等、格差の是正に努めております。 

・ 弁護士等その他第三者の状況（コーポレート・ガバナンス体制への関与状況） 

 顧問弁護士からは、法務に関する問題につき必要に応じてアドバイスを受けております。 

・ 役員の報酬の内容 

・ 監査報酬の内容 

         

(ⅱ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

 該当事項はありません。 

○ 内部管理体制の充実に向けた取組みの 近１年間における実施状況 

 近１年間における内部管理体制の充実に向けた取組みとしましては、当社の全部門を対象に、ＰＭＳ（個

人情報マネジメントシステム）及びＱＭＳ（品質保証マネジメントシステム）の監査を実施いたしました。さ

らに、アウトソーシング部門を対象にＩＳＭＳ（機密情報保護マネジメントシステム）の監査を実施しており

ます。 

 その際、指摘事項については改善勧告を行い、各部門より改善実施報告書の提出を求め改善策の徹底と再発

防止に努めております。  

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

  取締役の年間報酬総額 千円 317,568

  公認会計士法第２条第１項に規程する業務に基づく報酬 千円 25,500

  公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務に係る報酬 千円 2,400
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,777,841 1,251,590

受取手形及び売掛金 1,998,425 1,728,075

有価証券 500,068 －

前払費用 91,331 77,189

商品 4,391 4,864

仕掛品 255,114 235,655

繰延税金資産 156,377 211,645

その他 49,243 40,604

貸倒引当金 △2,089 △1,674

流動資産合計 4,830,704 3,547,950

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 283,274 322,581

減価償却累計額及び減損損失累計額 △168,801 △187,989

建物及び構築物（純額） 114,472 134,592

土地 248,084 248,084

その他 94,126 139,862

減価償却累計額及び減損損失累計額 △67,797 △91,193

その他（純額） 26,328 48,669

有形固定資産合計 388,885 431,345

無形固定資産 99,272 61,365

投資その他の資産   

投資有価証券 1,100,632 985,303

関係会社株式 80,000 26,060

関係会社出資金 119,295 119,295

長期前払費用 4,490 3,292

差入保証金 126,452 122,229

会員権 7,066 1,470

繰延税金資産 102,916 241,407

その他 37,544 59,931

貸倒引当金 △8,042 △39,672

投資その他の資産合計 1,570,356 1,519,318

固定資産合計 2,058,514 2,012,029

資産合計 6,889,218 5,559,980
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 535,824 440,831

短期借入金 70,000 70,000

未払金 439,642 729,897

未払費用 35,536 24,907

未払法人税等 10,971 21,045

未払消費税等 113,232 27,186

賞与引当金 214,355 115,020

受注損失引当金 7,299 13,359

資産除去債務 － 7,282

その他 321,020 262,072

流動負債合計 1,747,884 1,711,601

固定負債   

長期未払金 19,415 15,589

役員退職慰労引当金 310,216 87,554

資産除去債務 － 35,520

固定負債合計 329,632 138,664

負債合計 2,077,516 1,850,266

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 1,696,049 625,726

自己株式 △304,528 △304,528

株主資本合計 4,802,721 3,732,397

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 8,980 △23,947

その他の包括利益累計額合計 8,980 △23,947

少数株主持分 － 1,264

純資産合計 4,811,701 3,709,714

負債純資産合計 6,889,218 5,559,980
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 11,058,599 9,439,785

売上原価 9,606,794 8,413,565

売上総利益 1,451,805 1,026,219

販売費及び一般管理費 1,476,537 1,486,453

営業損失（△） △24,732 △460,233

営業外収益   

受取利息 20,727 22,365

受取配当金 3,960 5,534

保険配当金 9,356 20,417

助成金収入 132,294 81,429

その他 34,579 17,287

営業外収益合計 200,917 147,034

営業外費用   

支払利息 1,068 1,137

その他 569 528

営業外費用合計 1,637 1,665

経常利益又は経常損失（△） 174,547 △314,864

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,686

貸倒引当金戻入額 － 305

その他 － 14

特別利益合計 － 3,005

特別損失   

減損損失 － 4,430

役員退職慰労金 － 181,422

事業構造改善費用 － 429,962

貸倒引当金繰入額 7,274 －

その他 1,244 181,649

特別損失合計 8,518 797,464

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

166,028 △1,109,323

法人税、住民税及び事業税 16,759 13,457

法人税等調整額 107,776 △196,761

法人税等合計 124,535 △183,303

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △926,020

少数株主損失（△） － △1,794

当期純利益又は当期純損失（△） 41,492 △924,225
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △926,020

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △32,928

その他の包括利益合計 － △32,928

包括利益 － △958,948

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △960,212

少数株主に係る包括利益 － 1,264
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,440,600 1,440,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,440,600 1,440,600

資本剰余金   

前期末残高 1,970,600 1,970,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,970,600 1,970,600

利益剰余金   

前期末残高 1,758,951 1,696,049

当期変動額   

剰余金の配当 △104,394 △125,273

当期純利益又は当期純損失（△） 41,492 △924,225

連結範囲の変動 － △20,823

当期変動額合計 △62,902 △1,070,323

当期末残高 1,696,049 625,726

自己株式   

前期末残高 △304,528 △304,528

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △304,528 △304,528

株主資本合計   

前期末残高 4,865,623 4,802,721

当期変動額   

剰余金の配当 △104,394 △125,273

当期純利益又は当期純損失（△） 41,492 △924,225

連結範囲の変動 － △20,823

当期変動額合計 △62,902 △1,070,323

当期末残高 4,802,721 3,732,397
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7,052 8,980

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,928 △32,928

当期変動額合計 1,928 △32,928

当期末残高 8,980 △23,947

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 7,052 8,980

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,928 △32,928

当期変動額合計 1,928 △32,928

当期末残高 8,980 △23,947

少数株主持分   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 1,264

当期変動額合計 － 1,264

当期末残高 － 1,264

純資産合計   

前期末残高 4,872,675 4,811,701

当期変動額   

剰余金の配当 △104,394 △125,273

当期純利益又は当期純損失（△） 41,492 △924,225

連結範囲の変動 － △20,823

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,928 △31,663

当期変動額合計 △60,973 △1,101,987

当期末残高 4,811,701 3,709,714
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

166,028 △1,109,323

減価償却費 70,259 88,105

減損損失 － 4,430

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,384 11,214

賞与引当金の増減額（△は減少） △48,248 △99,335

受注損失引当金の増減額（△は減少） △7,153 6,060

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24,039 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24,307 △222,662

役員退職慰労金 － 181,422

受取利息及び受取配当金 △24,687 △27,900

助成金収入 △132,294 △81,429

受取保険金 △6,500 －

保険配当金 △9,356 △20,417

支払利息 1,068 1,137

雑収入 △12,460 －

会員権評価損 － 1,930

固定資産除却損 415 8,125

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,686

関係会社株式評価損 － 68,939

売上債権の増減額（△は増加） △50,601 243,567

たな卸資産の増減額（△は増加） 474,760 18,986

仕入債務の増減額（△は減少） △118,067 △124,387

未払金の増減額（△は減少） 11,178 288,188

未払消費税等の増減額（△は減少） 85,417 △86,571

長期未払金の増減額（△は減少） △122,101 △3,826

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,726 19,977

その他の流動負債の増減額（△は減少） △12,073 △16,087

その他 1,501 20,540

小計 261,695 △832,003

利息及び配当金の受取額 24,872 25,640

保険配当金の受取額 9,356 20,417

法人税等の還付額 － 22,076

利息の支払額 △1,007 △1,137

助成金の受取額 123,735 79,994

保険金の受取額 6,500 －

役員退職慰労金の支払額 － △181,422

法人税等の支払額 △89,184 △22,651

営業活動によるキャッシュ・フロー 335,968 △889,084
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

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 △5,586 △6,057

定期預金の払戻による収入 4,367 4,844

有形固定資産の取得による支出 △15,762 △58,544

無形固定資産の取得による支出 △29,471 △15,452

投資有価証券の取得による支出 △592,753 △1,206,096

投資有価証券の償還による収入 － 1,700,000

投資有価証券の売却による収入 － 97,110

敷金及び保証金の差入による支出 △3,409 △2,074

敷金及び保証金の回収による収入 41,287 7,355

関係会社株式の取得による支出 △80,000 △45,000

長期前払費用の取得による支出 △2,493 △2,510

その他 △10,323 △2,639

投資活動によるキャッシュ・フロー △694,145 470,933

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △104,128 △125,613

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,128 △125,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △462,305 △543,763

現金及び現金同等物の期首残高 2,230,485 1,768,180

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 16,300

現金及び現金同等物の期末残高 1,768,180 1,240,716
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 該当事項はありません。 

  

  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社数   １社 

 連結子会社名は、「第１ 企業の概

況 ４ 関係会社の状況」に記載して

いるため省略しました。 

(1）連結子会社数   ３社 

 連結子会社名は、「第１ 企業の概

況 ４ 関係会社の状況」に記載して

いるため省略しました。 

 ㈱アイエスビー東北については、当

連結会計年度において新たに設立した

ため、連結の範囲に含めております。 

 なお、前連結会計年度において非連

結子会社でありました、イー・ストー

ム㈱は、重要性が増したため、連結の

範囲に含めております。  

  (2）非連結子会社数  ３社 

主要な非連結子会社の名称 

 ㈱ISBパーソナルサービス 

 イー・ストーム㈱ 

 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED  

(2）非連結子会社数  ２社 

主要な非連結子会社の名称 

 ㈱ISBパーソナルサービス 

 ISB VIETNAM COMPANY LIMITED  

  （連結範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲から除外してお

ります。 

（連結範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲から除外してお

ります。 

２．持分法の適用に関する事

項 

 持分法を適用していない非連結子会社

（㈱ISBパーソナルサービス、イー・スト

ーム㈱、ISB VIETNAM COMPANY LIMITED）

は、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため持分法の適用範囲から

除外しております。 

（1）持分法を適用していない非連結子会

社（㈱ISBパーソナルサービス、ISB 

VIETNAM COMPANY LIMITED）は、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外してお

ります。 

 なお、前連結会計年度において、非連

結子会社でありました、イー・ストーム

㈱は、重要性が増したため、連結の範囲

に含めております。 

  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 

 連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

① 有価証券 

  

  その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等による

時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

(イ）商品 

先入先出法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法に

より算定） 

② たな卸資産 

(イ）商品 

同左 

  (ロ）仕掛品 

個別法に基づく原価法 

(ロ）仕掛品 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

 平成19年３月31日以前に取得した

ものについては旧定率法を、平成19

年４月１日以降に取得したものにつ

いては定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日から平成

19年３月31日の間に取得した建物

（附属設備を除く）については、旧

定額法を採用しております。 

 なお、主要な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物 10～50年 

その他     ５～10年  

① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

 平成19年３月31日以前に取得した

ものについては旧定率法を、平成19

年４月１日以降に取得したものにつ

いては定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日から平成

19年３月31日の間に取得した建物

（附属設備を除く）については、旧

定額法を採用しております。 

 なお、主要な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物及び構築物 10～50年 

その他     ２～10年  

  

  ② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における見込利用可

能期間（３～５年）に基づく定額法

を採用しております。  

② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

同左 

  ③ リース資産 

 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、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年12月31日以前のリ

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に

よっております。 

③ リース資産 

同左 

  ④ 長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

④ 長期前払費用 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 連結財務諸表提出会社及び連結子

会社は、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 連結財務諸表提出会社及び連結子

会社は、従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、支給見込額

のうち当連結会計年度に負担する額

を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

 連結財務諸表提出会社及び連結子

会社は、確定拠出型の退職給付制度

を採用しております。 

（追加情報） 

 連結子会社は、退職一時金制度を

採用しておりましたが、平成22年７

月１日から、確定拠出年金制度へ全

面移行し、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業会計基

準適用指針第１号）を適用しており

ます。 

 この移行に伴い、平成22年６月30

日に算定された退職給付制度移行に

伴う影響は軽微であります。  

③ 退職給付引当金 

 連結財務諸表提出会社及び連結子

会社は、確定拠出型の退職給付制度

を採用しております。 

  

  ④ 役員賞与引当金 

 連結財務諸表提出会社及び連結子

会社は、役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見込額に

基づき計上しております。 

 なお、当連結会計年度に係る役員

賞与の支給する予定が無いため、当

連結会計年度において役員賞与引当

金は計上しておりません。 

④ 役員賞与引当金 

同左 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 連結財務諸表提出会社において

は、役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

 また、連結子会社については支出

時の費用として処理しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(3）重要な引当金の計上基

準 

⑥ 受注損失引当金 

 ソフトウエアの請負契約に基づく

開発のうち、当連結会計年度末時点

で将来の損失が見込まれ、かつ、当

該損失額を合理的に見積もることが

可能なものについては、当連結会計

年度末以降に発生が見込まれる損失

額を計上しております。 

⑥ 受注損失引当金 

同左 

(4）重要な収益及び費用の

計上基準 

 受注制作のソフトウエアに係る売上高

及び売上原価の計上基準 

イ 当連結会計年度末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる工事

契約  

工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法） 

ロ その他の工事契約  

工事完成基準  

（会計方針の変更） 

 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、「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）を当連結会計年度

より適用し、当連結会計年度に着手し

た工事契約から、当連結会計年度末ま

での進捗部分について成果の確実性が

認められる工事については工事進行基

準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）をその他の工事については工事完

成基準を適用しております。 

 これにより、売上高は 256,928千円

増加し、営業損失は 38,901千円減少

し、経常利益及び税金等調整前当期純

利益はそれぞれ 38,901千円増加してお

ります。  

 受注制作のソフトウエアに係る売上高

及び売上原価の計上基準 

イ 当連結会計年度末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる工事

契約  

工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法） 

ロ その他の工事契約  

工事完成基準  

  

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物等為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(6）連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

(7）連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価格の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

(8）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理の方法 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理の方法 

同左 
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当連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

  

  

  

  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

─────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「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、営業利益、経常利益はそれぞれ 千

円、税金等調整前当期純利益は 千円減少しており

ます。 

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」

（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財

務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成

20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の

一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26

日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号） 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計

基準」（企業会計基準16号 平成20年12月26日公表分）

及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指針10号 平成20年12

月26日）を適用しております。  

5,284

22,135

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円50,473

少数株主に係る包括利益  －

計  50,473

その他有価証券評価差額金 千円8,980

計  8,980
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 前連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日）において、情報サービス事業の売上高、営業利

益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産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、記載を省略しております。 

   

 前連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連

結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。 

   

前連結会計年度（自平成22年１月１日 至平成22年12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。  

   

当連結会計年度（自平成23年１月１日  至平成23年12月31日） 

 当社グループは、情報サービス事業ならびにこれらの付帯業務の単一セグメントであるため、記載を省略

しております。 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「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。  

  

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

ｄ．セグメント情報
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

    

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 1,152 28 円 銭 888 08

１株当たり当期純利益金額又は１株当

たり当期純損失金額 
円 銭 9 94 円 銭 △221 33

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

────── 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 ―――――― 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり

当期純損失金額 
    

当期純利益又は当期純損失（△）（千

円） 
 41,492  △924,225

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損

失（△）（千円） 
 41,492  △924,225

期中平均株式数（千株）  4,175  4,175
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日） 

――――――― 平成23年12月21日開催の取締役会において、ノックス

データ株式会社の一部を譲り受け、当社の子会社とする

ことを決議し、平成24年１月１日にて、株式を取得し、

子会社化いたしました。 

  (1)名称  ノックスデータ株式会社 

(2)事業内容 ソフトウェア受託開発業務、パッケージ

ソフトウェアの開発および販売、SI コンサルティン

グ、Web サイトの構築 

(3)譲り受ける会社の規模（平成23年４月） 

 売上高 1,509,946千円 

 総資産 1,586,118千円 

(4)取引の目的を含む取引の概要  

①取引の目的 

 当社も主事業であるモバイル関連事業は競争が激化

しており、同事業における優位性確保、マーケットの

拡大のため、同業でありモバイル関連事業に強いノッ

クスデータ株式会社の株式を取得（子会社化）し同社

とのシナジーを発揮、同事業の更なる拡大を目指すも

のです。 

②取引の概要 

 取得日       平成24年１月１日 

 取得株式数     32,000株（取得価額： 

                                100,000千円） 

 異動後の所有株式数 32,000株（議決権の数： 

                32,000個、所有割 

                合：50.3％）  
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年12月31日) 

当事業年度 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,680,313 1,121,463

売掛金 1,944,194 1,641,696

有価証券 500,068 －

商品 4,391 4,443

仕掛品 256,911 229,458

前払費用 85,665 71,127

繰延税金資産 149,450 206,600

未収入金 37,857 24,392

その他 6,658 18,155

貸倒引当金 △1,767 △1,619

流動資産合計 4,663,744 3,315,718

固定資産   

有形固定資産   

建物 282,092 321,105

減価償却累計額及び減損損失累計額 △167,917 △190,911

建物（純額） 114,174 130,194

構築物 856 856

減価償却累計額 △806 △820

構築物（純額） 50 36

車両運搬具 － 3,746

減価償却累計額 － △312

車両運搬具（純額） － 3,434

工具、器具及び備品 93,886 135,341

減価償却累計額及び減損損失累計額 △67,715 △86,899

工具、器具及び備品（純額） 26,171 48,442

土地 248,084 248,084

有形固定資産合計 388,480 430,192

無形固定資産   

ソフトウエア 82,205 50,924

電話加入権 9,302 9,302

その他 7,457 －

無形固定資産合計 98,965 60,226

投資その他の資産   

投資有価証券 1,091,458 978,693

関係会社株式 130,000 129,853

関係会社出資金 119,295 119,295

長期前払費用 4,439 2,698

繰延税金資産 95,014 235,633

差入保証金 126,372 121,280

会員権 7,066 1,470

破産更生債権等 16,000 39,666

その他 14,402 14,540

貸倒引当金 △8,000 △39,666

投資その他の資産合計 1,596,049 1,603,466
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年12月31日) 

当事業年度 
(平成23年12月31日) 

固定資産合計 2,083,495 2,093,885

資産合計 6,747,239 5,409,604

負債の部   

流動負債   

買掛金 538,826 407,863

短期借入金 70,000 70,000

未払金 403,947 698,222

未払費用 34,302 22,889

未払法人税等 10,591 20,572

未払消費税等 107,238 22,622

前受金 192,019 138,933

預り金 116,572 111,359

賞与引当金 203,985 106,538

受注損失引当金 7,299 13,359

資産除去債務  7,282

流動負債合計 1,684,783 1,619,643

固定負債   

役員退職慰労引当金 310,216 87,554

資産除去債務 － 35,520

固定負債合計 310,216 123,075

負債合計 1,995,000 1,742,719

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,440,600 1,440,600

資本剰余金   

資本準備金 1,970,600 1,970,600

資本剰余金合計 1,970,600 1,970,600

利益剰余金   

利益準備金 29,700 29,700

その他利益剰余金   

別途積立金 230,600 230,600

繰越利益剰余金 1,373,284 318,294

利益剰余金合計 1,633,584 578,594

自己株式 △304,528 △304,528

株主資本合計 4,740,255 3,685,266

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,983 △18,381

評価・換算差額等合計 11,983 △18,381

純資産合計 4,752,239 3,666,885

負債純資産合計 6,747,239 5,409,604
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高   

ソフトウエア開発売上高 9,157,341 7,498,081

Ｆ・Ｍサービス 990,861 1,173,000

その他の売上高 446,845 107,823

売上高合計 10,595,048 8,778,905

売上原価   

ソフトウエア開発売上原価 7,931,317 6,648,323

Ｆ・Ｍサービス原価 835,021 1,076,008

その他の原価 401,147 99,378

売上原価合計 9,167,486 7,823,710

売上総利益 1,427,562 955,194

販売費及び一般管理費 1,417,839 1,373,557

営業利益又は営業損失（△） 9,722 △418,362

営業外収益   

受取利息 512 133

有価証券利息 20,119 22,100

受取配当金 3,815 5,371

保険配当金 9,070 20,169

助成金収入 102,353 59,280

その他 30,086 16,203

営業外収益合計 165,958 123,258

営業外費用   

支払利息 1,062 1,062

その他 305 528

営業外費用合計 1,368 1,591

経常利益又は経常損失（△） 174,312 △296,695

特別利益   

投資有価証券売却益 － 2,686

その他 － 14

特別利益合計 － 2,700

特別損失   

固定資産除却損 415 8,125

減損損失 － 4,430

役員退職慰労金 － 181,422

貸倒引当金繰入額 7,819 31,519

事業構造改善費用 － 429,962

関係会社株式評価損 － 95,146

その他 629 73,065

特別損失合計 8,863 823,671

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 165,449 △1,117,666

法人税、住民税及び事業税 16,379 13,012

法人税等調整額 104,207 △200,963

法人税等合計 120,586 △187,950

当期純利益又は当期純損失（△） 44,862 △929,715
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,440,600 1,440,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,440,600 1,440,600

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,970,600 1,970,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,970,600 1,970,600

資本剰余金合計   

前期末残高 1,970,600 1,970,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,970,600 1,970,600

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 29,700 29,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 29,700 29,700

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 230,600 230,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 230,600 230,600

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,432,816 1,373,284

当期変動額   

剰余金の配当 △104,394 △125,273

当期純利益又は当期純損失（△） 44,862 △929,715

当期変動額合計 △59,532 △1,054,989

当期末残高 1,373,284 318,294

利益剰余金合計   

前期末残高 1,693,116 1,633,584

当期変動額   

剰余金の配当 △104,394 △125,273

当期純利益又は当期純損失（△） 44,862 △929,715

当期変動額合計 △59,532 △1,054,989

当期末残高 1,633,584 578,594
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年12月31日) 

自己株式   

前期末残高 △304,528 △304,528

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △304,528 △304,528

株主資本合計   

前期末残高 4,799,788 4,740,255

当期変動額   

剰余金の配当 △104,394 △125,273

当期純利益又は当期純損失（△） 44,862 △929,715

当期変動額合計 △59,532 △1,054,989

当期末残高 4,740,255 3,685,266

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 10,447 11,983

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,535 △30,364

当期変動額合計 1,535 △30,364

当期末残高 11,983 △18,381

評価・換算差額等合計   

前期末残高 10,447 11,983

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,535 △30,364

当期変動額合計 1,535 △30,364

当期末残高 11,983 △18,381

純資産合計   

前期末残高 4,810,236 4,752,239

当期変動額   

剰余金の配当 △104,394 △125,273

当期純利益又は当期純損失（△） 44,862 △929,715

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,535 △30,364

当期変動額合計 △57,997 △1,085,354

当期末残高 4,752,239 3,666,885
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