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連結決算ハイライト

1,8894,7163,922当 期 純 利 益
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4,870

5,065
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2006.3期

278,589275,281受 注 高

10,5334,393経 常 利 益

10,4133,165営 業 利 益

308,868309,417売 上 高

2005.3期2004.3期

（百万円）2006年3月期決算

ポイント

売上高は、ソフトウェア・ハードウェアの売上減少をシステ
ムサービスの売上増がカバーし、前期比８６億円（２.８％）
の増加。

利益に関しては、商標使用料等の契約変更に伴う一時
的な費用負担増やメインフレーム減少の影響により、営
業利益では前期比５３億円の減少。
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売上の状況

（百万円）

マーケット別状況
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損益の状況

－＋1,173▲551▲1,725特 別 損 益

▲53.8%▲5,6634,87010,533経 常 利 益
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▲2,8274,716当 期純利益

▲5,34710,413営 業 利 益

▲1,64565,514販 管 費

▲6,99375,927売 上総利益

増減額2005.3期
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2006.3期 営業利益分解

▲3,338▲14,665▲11,327商標使用料等

▲5,67815,22620,905ソ フ ト ウ ェ ア

▲1,41118,79920,210ハ ー ド ウ ェ ア
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売 上 区 分

（百万円）

売上総利益比較
（商標使用料等外枠ベース）

０６．３　営業利益
５０.７億円

０５．３　営業利益
１０４.１億円

サービス総利益
＋３４.３億円

H/W、S/W総利益
▲７０.９億円

商標使用料等増加
▲３３.４億円

販管費減少
＋１６.５億円

※2006.3期の商標使用料等にはサポート・フィー▲2,215百万円を含む
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財政状況／キャッシュフロー

バランスシートの状況
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2007年3月期 連結業績見通し
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2007年3月期 利益見通し

売上区分別 売上総利益比較
（商標使用料等外枠ベース）

▲0.1pt

▲1.6pt

＋0.8pt

＋0.2pt

利益率

21.6%

24.3%

31.6%

25.6%

利益率

21.7%

25.9%

30.8%

25.4%

利益率 金額金額金額

▲5億円▲151億円▲147億円商標使用料等

＋16億円705億円689億円合 計

▲5億円183億円188億円ハ ー ド ウ ェ ア

＋6億円158億円152億円ソ フ ト ウ ェ ア

＋19億円515億円496億円サ ー ビ ス

増 減2007.3期予2006.3期区 分

2007.3期 営業利益分解

０７．３　営業利益
６０.０億円

０６．３　営業利益
５０.７億円 増収・利益率改善　　　　＋21.7億円

退職給付費用減少 　  　＋17.6億円
不採算案件減少　　　　　＋13.0億円
営業支援費区分変更　　▲33.0億円

サービス総利益
＋１９.３億円

Ｍ／Ｆ差益減　　　　　　　▲22.0億円
オープン差益増　　　　　 ＋23.1億円

商標使用料等増加
▲４.７億円

販管費増加
▲６.３億円

退職給付費用減少　　　　　＋4.4億円
人件費(除く上記)増加     ▲3.7億円
Ｒ＆Ｄ増加　　　　　　　　　 ▲6.9億円
社内情報化投資　　　　　▲17.0億円
その他一般経費増加　  ▲16.1億円
営業支援費区分変更　  ＋33.0億円

H/W、S/W総利益
＋１.１億円

為替レートの影響　　　　　▲4.7億円



◎2006年3月期決算補足資料　(Supplementary to Financial Results for the Fiscal Year Ended March 31, 2006)
損益計算書 (Statements of Income) （百万円 Millions of yen）
《連結》 <Consolidated> 2007年3月期見込み 比較

(07/3 Forecast) (Change)
金額 (Amount) 構成比 (%) 金額 (Amount) 構成比 (%) 金額 (Amount) ％ ％

売上高 (Net Sales) 308,868 100.0% 317,486 100.0% 8,617 2.8% 327,000 3.0%
売上原価 (Cost of Sales) 232,941 75.4% 248,552 78.3% 15,611 6.7% 256,500 3.2%
売上総利益 (Gross Profit) 75,927 24.6% 68,934 21.7% -6,993 -9.2% 70,500 2.3%
販売費及び一般管理費 (SG&A) 65,514 21.2% 63,868 20.1% -1,645 -2.5% 64,500 1.0%
営業利益 (Operating Income) 10,413 3.4% 5,065 1.6% -5,347 -51.4% 6,000 18.5%
営業外収益 (Non-Operating Income) 749 603 -146
営業外費用 (Non-Operating Expenses) 629 799 169
経常利益 (Recurring Profit) 10,533 3.4% 4,870 1.5% -5,663 -53.8% 5,500 12.9%
特別利益 (Extraordinary Gains) 305 243 -62
特別損失 (Extraordinary Losses) 2,031 795 -1,236
税金等調整前当期純利益 8,808 2.9% 4,318 1.4% -4,489 -51.0% 5,500 27.4%
(Income before Income Taxes and Minority Interests)
法人税、住民税及び事業税 2,691 3,662 970
(Income, Residential and Business Taxes)
法人税等還付額 (Income Taxes-Refunded) -203 - 203
法人税等調整額 (Income Taxes-Deferred) 1,561 -1,326 -2,888
少数株主利益 (Minority Interests in Net Income) 41 93 51
当期純利益 (Net Income) 4,716 1.5% 1,889 0.6% -2,827 -59.9% 3,000 58.8%

約定別売上高 (Composition of Net Sales) （百万円 Millions of yen）
《連結》 <Consolidated> 2007年3月期見込み 比較

(07/3 Forecast) (Change)
金額 (Amount) 構成比 (%) 金額 (Amount) 構成比 (%) 金額 (Amount) ％ ％

　システムサービス (System Services) 80,697 26.1% 95,178 30.0% 14,480 17.9% 101,000 6.1%
　サポートサービス (Support Services) 56,630 18.3% 57,502 18.1% 872 1.5% 56,500 -1.7%
　アウトソーシング (Outsourcing) 24,557 8.0% 26,529 8.3% 1,971 8.0% 26,500 -0.1%
　その他サービス (Others) 15,565 5.0% 16,260 5.1% 694 4.5% 17,500 7.6%
サービス　計 (Total of Services) 177,450 57.4% 195,470 61.5% 18,019 10.2% 201,500 3.1%
ソフトウェア (Software) 52,405 17.0% 49,439 15.6% -2,965 -5.7% 50,000 1.1%
　コンピュータ販売 (Sales of Computers) 64,337 20.8% 58,892 18.6% -5,445 -8.5% 63,200 7.3%
　コンピュータ賃貸収入 (Rental of Computers) 14,675 4.8% 13,684 4.3% -990 -6.8% 12,300 -10.1%
ハードウェア　計 (Total of Hardware) 79,013 25.6% 72,576 22.9% -6,436 -8.1% 75,500 4.0%
　合　計 (Total) 308,868 100.0% 317,486 100.0% 8,617 2.8% 327,000 3.0%
注）本資料における業績予想数値は、現時点での入手可能な情報による判断および仮定に基づき算出しており、リスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、実際の業績は本資料における
　   見通しと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
Note)  All the numbers regarding forecast relies on judgments and assumptions based on information currently available and is subject to changes due to risks, uncertainties, economies
         and other factors that could cause actual results to be materially different from expectations

2005年3月期 2006年3月期
(05/3)

2005年3月期 2006年3月期
(05/3) (06/3)

比較

比較
(Change)

(06/3) (Change)

-500

-

2,500

UNISYS
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プロダクト別売上高 (Sales Breakdown by Products) （億円 100 Millions of yen）

《連結》　ハードウェア　 2007年3月期見込み 比較
<Consolidated> Hardware (07/3 Forecast) (Change)

金額 (Amount) 構成比 (%) 金額 (Amount) 構成比 (%) 金額 (Amount) ％ ％

メインフレーム (Mainframes) 224 28.4% 187 25.8% -37 -16.5% 153 -18.2%
オープン他 (Open Products and Others) 566 71.6% 538 74.2% -27 -4.8% 602 11.9%
　ハードウェア合計 (Total of Hardware) 790 100.0% 726 100.0% -64 -8.1% 755 4.0%

《連結》　ソフトウェア　 2007年3月期見込み 比較
<Consolidated> Software (07/3 Forecast) (Change)

金額 (Amount) 構成比 (%) 金額 (Amount) 構成比 (%) 金額 (Amount) ％ ％

メインフレーム系 (For Mainframes) 271 51.7% 175 35.4% -96 -35.4% 160 -8.6%
オープン系 (For Open Products) 253 48.3% 319 64.6% 66 26.3% 340 6.6%
　ソフトウェア合計 (Total of Software) 524 100.0% 494 100.0% -30 -5.7% 500 1.1%

マーケット別売上高 (Sales Breakdown by Market) （億円 100 Millions of yen）

《連結》 2007年3月期見込み 比較
<Consolidated> (07/3 Forecast) (Change)

金額 (Amount) 構成比 (%) 金額 (Amount) 構成比 (%) 金額 (Amount) ％ ％

金融機関 (Financial) 929 30.1% 896 28.2% -33 -3.6% 940 4.9%
官公庁 (Public/Government) 258 8.4% 317 10.0% 59 22.9% 305 -3.8%
製造工業 (Manufacturing) 569 18.4% 590 18.6% 21 3.6% 619 5.0%
商業・流通 (Commerce) 371 12.0% 395 12.5% 24 6.6% 408 3.2%
電力・サービス・その他 (Utility/Services/Others) 962 31.1% 977 30.7% 15 1.6% 998 2.1%
　合　計 (Total) 3,089 100.0% 3,175 100.0% 86 2.8% 3,270 3.0%

売上総利益 (Gross Profit) （百万円 Millions of yen）
《連結》
<Consolidated>

金額 利益率 金額 利益率 金額 利益率 金額 利益率 金額 利益率
(Amount) (Gross Margin) (Amount) (Gross Margin) (Amount) (Gross Margin) (Amount) (Gross Margin) (Amount) (Gross Margin)

　システムサービス (System Services) 16,675 20.7% 19,834 20.8% 3,159 0.1% 21,900 21.7% 2,066 0.9%
　サポートサービス (Support Services) 22,378 39.5% 20,299 35.3% -2,079 -4.2% 19,700 34.9% -599 -0.4%
　　(サポート料を含まない場合 excluding Support Fees) (22,378) (39.5%) (22,514) (39.2%) (135) (-0.3%) (22,100) (39.1%) (-414) (-0.1%)
　アウトソーシング (Outsourcing) 3,381 13.8% 3,170 12.0% -210 -1.8% 3,800 14.3% 630 2.3%
　その他サービス (Others) 3,703 23.8% 4,054 24.9% 350 1.1% 3,700 21.1% -354 -3.8%
サービス　計 (Services) 46,139 26.0% 47,359 24.2% 1,219 -1.8% 49,100 24.4% 1,741 0.2%
　　(サポート料を含まない場合 excluding Support Fees) (46,139) (26.0%) (49,574) (25.4%) (3,434) (-0.6%) (51,500) (25.6%) (1,926) (0.2%)
ソフトウェア (Software) 20,905 39.9% 15,226 30.8% -5,678 -9.1% 15,800 31.6% 574 0.8%
　コンピュータ販売 (Sales of Computers) 11,007 17.1% 9,395 16.0% -1,612 -1.1% 10,034 15.9% 639 -0.1%
　コンピュータ賃貸収入 (Rental of Computers) 9,202 62.7% 9,403 68.7% 201 6.0% 8,300 67.5% -1,103 -1.2%
ハードウェア　計 (Hardware) 20,210 25.6% 18,799 25.9% -1,411 0.3% 18,334 24.3% -465 -1.6%
商標使用料 (License Fees) -11,327 -12,451 -1,123 -12,734 -283
　合　計 (Total) 75,927 24.6% 68,934 21.7% -6,993 -2.9% 70,500 21.6% 1,566 -0.1%
　　(サポート料および商標使用料を含まない場合） (87,255) (28.2%) (83,600) (26.3%) (-3,655) (-1.9%) (85,634) (26.2%) (2,034) (-0.1%)
      (excluding Support Fees and License Fees)

(Change)

比較
(Change)

2007年3月期見込み
(07/3 Forecast)

比較

(05/3) (06/3)

2005年3月期
(05/3) (06/3)

2006年3月期2005年3月期

2006年3月期

(Change)

(Change)
2006年3月期

(Change)

比較

比較

比較

2005年3月期

(05/3)

(06/3)
2006年3月期

(06/3)
2005年3月期

(05/3)
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主な経営指標その他 (Other figures) （百万円 Millions of yen）
《連結》 2007年3月期見込み
<Consolidated> (07/3 Forecast)

売上高営業利益率 (Operating Income/Net Sales) 3.4% 1.6% 1.8%
ＲＯＥ (Return on Equity) 4.9% 2.1% 3.7%
１株当たり当期純利益　（円） (Earnings per Share (Yen)) 43.34 17.77 31.83
１株当たり配当金　（円） (Dividends per Share (Yen)) 7.50 7.50 7.50
設備投資額〔有形固定資産〕 (Capital Expenditure (Property and Equipment)) 5,858 7,669 10,100
　　　　　　 　〔無形固定資産〕 (Capital Expenditure (Intangible Fixed Assets)) 11,648 11,450 10,500
減価償却費〔有形固定資産〕 (Depreciation (Property and Equipment)) 10,191 8,315 7,900
　　　　 　 　 〔無形固定資産〕 (Amortization (Intangible Fixed Assets)) 8,171 7,420 7,800
研究開発費 (Research and Development Expenses) 5,884 6,111 6,800
為替レート〔単体、購入ベース〕　（円) 107.1 114.3 120.0
(Foreign Exchange Rate (Yen to U.S. Dollar) at Purchase, Non-Consolidated)

（百万円 Millions of yen）
《連結》
<Consolidated>

総資産 (Total Assets) 222,155 243,931
株主資本 (Shareholders' Equity) 96,892 80,850
株主資本比率 (Shareholders' Equity Ratio) 43.6% 33.1%
１株当たり株主資本　（円） (Shareholders' Equity per Share (Yen)) 916.10 857.54
発行済株式総数　（株）　*自己株式除く (Excluding Treasury Stocks) 105,658,036 94,244,634
(Number of Shares of Common Stock Outstanding (Shares))
有利子負債 (Interest-Bearing Debts) 41,460 65,196
キャッシュフロー (Cash Flows)
　営業活動によるキャッシュフロー (Cash Flows from Operating Activities) 12,112 18,977
　投資活動によるキャッシュフロー (Cash Flows from Investing Activities) -16,671 -19,303
　フリーキャッシュフロー (Free Cash Flows) -4,558 -326
　財務活動によるキャッシュフロー (Cash Flows from Financing Activities) 3,633 5,169
　現金及び現金同等物 (Cash and Cash Equivalents) 25,983 30,827
従業員数 （人） (Number of Employees) 8,675 8,508
単体ベース従業員数 （人） 1,983 1,902
(Number of Employees on a Non-Consolidated Basis)

(05/3) (06/3)
2006年3月期2005年3月期

2006年3月期
(06/3)

2005年3月期
(05/3)

UNISYS
All Rights Reserved,Copyright © 2006　　日本ユニシス株式会社



「 成長計画2006-2007 」「 成長計画2006-2007 」

2006年5月10日
日本ユニシス株式会社
代表取締役社長

日本ユニシスグループ三位一体で取り組む

2006年3月期決算説明会
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（200703期） （200803期）

売上高 3,270億円 3,450億円

営業利益 60億円 180億円
（率） （1.8％） （5.2％）

（200703期） （200803期）

売上高 3,270億円 3,450億円

営業利益 60億円 180億円
（率） （1.8％） （5.2％）

高成長企業集団への脱皮

“売上高5000億円への挑戦”

高成長企業集団への脱皮

“売上高5000億円への挑戦”

「成長計画2006-2007」の位置づけ

成長計画成長計画20062006--20072007

スリム化・効率化スリム化・効率化 事業事業機会の発掘機会の発掘 事業の本格拡大事業の本格拡大

200603期 200703期 200803期 200903期

将来ビジョン将来ビジョン

5,000
売上高

営業利益

ビジョン実現へビジョン実現へ

3,175 3,270 3,450

18018060605151

200603期 200703期 200803期

350350
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成長計画骨子

「基本戦略の強化」 ＋ 「４つの強化施策」 ＝ ビジョンの実現へ

基本戦略 ４つの強化施策

M&A推進

グローバル
展開

三井物産
との連携
強化

R&D強化

サービス
ビジネス
戦略

グループ
戦略

市場戦略

人材戦略

すそ野の強化すそ野の強化

成長
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４つの強化施策① 「Ｒ＆Ｄ強化」

メインフレーム技術力を保持し、大規模システムを確実に稼動

オープンでの「ミッションクリティカル･システム構築」技術で業界を先導
ミッションクリティカルなシステム構築を支えるミドルウェア開発
オープンソース分野でのポジション確保

「「 ものづくりものづくり 」を原点に、「技術力」に磨きをかける」を原点に、「技術力」に磨きをかける

重
点
領
域

重
点
領
域

R&DR&D強化強化

主
な
取
組
み

主
な
取
組
み

総合技術研究所を新設（1/1）
米国最新技術の調査・評価拠点として、米国子会社（NSSC社）を増強
（人数を倍増、米国３地区＋さらにサンノゼに拠点拡大）
優秀な技術者をさらに育成・強化

５００人 １８００人 ２７００人 ７００人

技術者の機種別内訳
（約５７００人） オープン

メイン
フレーム

オープン ｺﾝｻﾙ他

メインフレーム

その他メインフレーム・オープン
両方に対応
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４つの強化施策 ②「グローバル展開」 ③「三井物産連携」

三井物産関連プロジェクト部（横）と事業部担当（縦）との連携体制
双方向人事交流の推進
→三井物産連携関係要員（現在：30名弱）

事業化ノウハウの宝庫、三井物産との連携により、Ｍ＆Ａ、グローバル展開、
リアルビジネスを着実・早期に展開

オフショア開発拠点の拡大（中国＋ベトナム法人（6/1設立予定））
米国拠点の拡大(3→４拠点)、今後も順次拡大
事業部（事業機会の発掘）へのグローバル事業支援体制（専任10名）

海外展開（日本企業の海外進出、海外企業の日本参入、海外事業化）を視野に、
事業機会を拡大

海外市場やリアルビジネスを視野に、三井物産の海外市場やリアルビジネスを視野に、三井物産の
ノウハウを最大限に活用して、事業機会を拡大ノウハウを最大限に活用して、事業機会を拡大

アパレル・製造中心
に案件が活発化

人事交流、組織化
により、事業機会を
発掘中

グローバル展開グローバル展開

三井物産連携三井物産連携

主
な
取
組
み

主
な
取
組
み

主
な
取
組
み

主
な
取
組
み
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４つの強化施策 ④「Ｍ＆Ａ推進」

事業領域の拡大
顧客・市場の強化・拡大
ソリューションの強化・拡大

顧客基盤と技術力の迅速な獲得

ＩＴ再編時代の勝ち組として必要な規模を早期にＩＴ再編時代の勝ち組として必要な規模を早期に
確保するため、確保するため、M&AM&Aを積極的に活用しを積極的に活用し、、顧客基盤と顧客基盤と

技術力を迅速に獲得する技術力を迅速に獲得する

外部パートナー、専任チーム、
社内横断的バーチャルチーム
による体制がすでに始動

重
点
領
域

M&AM&A推進推進

(*) 専任チーム（事業企画部 12名）を設立（1/1)
社内バーチャルチーム（法務・財務など関係者20～30人）を案件規模に
応じて都度編成

M&Aの専任組織を1/1に新設（事業企画部 12名）
案件の規模・内容に応じて、社内横断バーチャルチーム編成（財務・法務など関係者約30人）
専任チームによる評価ツール開発と社内横断チームによる評価活動を実施中

主
な
取
組
み

主
な
取
組
み
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「基本戦略」強化への取組み（１）

（コア・サービス企業）（コア・サービス企業） （（人員の人員の集約・集約・BPRBPR・最適化）・最適化） （第一線へシフト）（第一線へシフト）

シェアードサービスの推進による人的資源の集約シェアードサービスの推進による人的資源の集約

⇒⇒営業力強化へ営業力強化へ

営業

技術者

各社の機能を集約

4/1に約100名を異動
（約450名が集約済）

日本ユニシス・
アカウンティング

日本ユニシス
（人材育成）

日本ユニシス・
ビジネス

日本ユニシス
（人事）

経
理

人
事
労
務

人
材
育
成

総
務
購
買

日本ユニシス日本ユニシス

日本日本ユニシス・ユニシス・
ソリューションソリューション日本日本ユニシス・ユニシス・

ソリューションソリューション

日本ユニシス日本ユニシス

ユニアデックスユニアデックス
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「基本戦略」強化への取組み（２）

事業部による収益管理体制の徹底⇒計画必達体制へ事業部による収益管理体制の徹底⇒計画必達体制へ

事業部（ﾌﾟﾛﾌｨｯﾄｾﾝﾀｰ）へのコスト集約による事業部収益責任の明確化

事業部主導での計画策定 → 計画へのコミットメント強化

日本ユニシス・ソリューションの営業機能（約20名）を事業部へ集約

日本日本ユニシス・ユニシス・
ソリューションソリューション

日本ユニシス日本ユニシス
（事業部）（事業部）

グループ三位一体での収益管理グループ三位一体での収益管理

コスト集約

独自事業保守事業

ユニアデックスユニアデックス
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ユニアデックス

「三位一体」への取組み

日本ユニシス

CEOCEO 籾井籾井 勝人勝人

CEO 高橋 勉 執行役員

副部門長 沢田 啓 常務執行役員

副部門長 長島 毅 常務執行役員

副部門長 井上 茂 常務執行役員

総合技術研究所長 丸山 修

第一事業部門長 社外取締役
松森 正憲

第二事業部門長 社外取締役
鈴木 郊二

第三事業部門長 社外取締役
加藤 俊彦

日本ユニシス・ソリューション
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三井物産関連三井物産関連プロジェクトプロジェクト部部

先端技術部先端技術部

ITITソリューション部ソリューション部

商品企画部商品企画部

ビジネス企画室ビジネス企画室

産業機構研究所産業機構研究所

ＢＩＯＢＩＯ

グループＩＴ
推進部

グループＩＴ
推進部 人事部人事部広報部広報部 法務部法務部

内部監査室内部監査室
総合

セキュリティ
推進部

総合
セキュリティ
推進部

プロジェクト
支援室

プロジェクト
支援室経理部経理部 ＣＳＲ推進室ＣＳＲ推進室財務部財務部

事業企画部事業企画部 経営企画部経営企画部

関西支社関西支社

中部支社中部支社

九州支社九州支社

北海道支店北海道支店

東北支店東北支店

新潟支店新潟支店

北陸支店北陸支店

静岡支店静岡支店

中国支店中国支店

ビジネス開発本部

総合技術研究所

NEW

ゼ
ネ
ラ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
事
業
部

産
業
流
通
事
業
部

自
動
車
産
業
事
業
部

製
造
流
通
企
画
部

第第二二事業部門事業部門

NEW

エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
部

官
公
庁
事
業
部

サ
ー
ビ
ス
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
事
業
部

社
公
企
画
部

第第三三事業部門事業部門

NEW

社社 長長

おお 客客 様様

人材育成部人材育成部

NEW

ユニアデックスユニアデックス

日本ユニシス・
ソリューション

日本ユニシス・
ソリューション

日本ユニシス・
エクセリューションズ

日本ユニシス・
エクセリューションズ

国際システム国際システム

Ｇ＆Ｕ
システムサービス

Ｇ＆Ｕ
システムサービス

日本ユニシス・
サプライ

日本ユニシス・
サプライ

エイタスエイタス

トレードビジョントレードビジョン

ユーエックス
ビジネス

ユーエックス
ビジネス

日本ユニシス・
ラーニング

日本ユニシス・
ラーニング

日本ユニシス・
ビジネス

日本ユニシス・
ビジネス

日本ユニシス・
アカウンティング

日本ユニシス・
アカウンティング

NULシステムサービス

コーポレーション

NULシステムサービス

コーポレーション

NEW

金
融
第
一
事
業
部

金
融
第
二
事
業
部

金
融
企
画
部

金
融
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
セ
ン
タ

第一事業部門第一事業部門

NEW NEW

NEW

日本ユニシス
情報システム

日本ユニシス
情報システム

平成18年度組織
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その他

企業価値を最大限に高めることが最大の株主還元策と考え、事業成長への投資
に向けた内部留保の充実に考慮しつつ、株主への適切で安定した配当を目指します

2007年3月期 ： 成長に向けた先行投資を行いながらも、安定した配当を継続
の予定

2008年3月期 ： 収益見通しとキャッシュフロー状況、事業化投資計画により、
連結配当性向を考慮した適切な配当を総合的に決定の予定

高成長を実現するための人材の質・量の拡大に向けて、継続的に取り組みます

継続的な人材育成強化
技術者育成、ビジネスマインド研修により、人材モデル別のスペシャリストを育成

働きやすい環境・多様な勤務形態
優秀な人材の確保に向け、SOHOをはじめとした多様な勤務形態への対応
高齢化対策・少子化対策、及びメンタルヘルスへの取組み

株主還元方針株主還元方針

自己改革への取組み自己改革への取組み
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「成長戦略2006-2007」見通し（増減要因）

51 60

180

61
68

200603期 200703期 200803期3,089

3,175

3,270

3,450 （億円）
【 Ｒ＆Ｄ投資 】

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ
減収

▲133

ｵｰﾌﾟﾝ・
ｻｰﾋﾞｽ
増収 219

145

230

【 売上 】

9

120

200603期 200703期 200803期

200603期 200703期 200803期

【 営業利益 】

増収効果

ﾒｲﾝﾌﾚｰﾑ減収の影響

商標使用料負担減

成長に向けた積極的な投資増
（R&D、人材、社内情報化投資など）

▲50
▲50

17

85

7



（注）本資料で記述しております業績見通し等の予測数値は、現時点での入手可能な情報による判断および
仮定に基づき算定しており、リスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、実際の業績は、
本資料における見通しと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
また、本資料は投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成した
ものではありません。
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