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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

　（注）当社は、18年９月中間期より中間連結財務諸表を作成しているため、17年９月中間期及び18年３月期の数値並び

に対前年中間期増減率については記載しておりません。

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 10,833 － 564 － 499 －
17年９月中間期 － － － － － －
18年３月期 － － －

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 276 － 26 33 － －
17年９月中間期 － － － － － －
18年３月期 － － － － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △76百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 10,498,640株 17年９月中間期 －株 18年３月期 －株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 11,369 7,670 67.5 730 63
17年９月中間期 － － － － －
18年３月期 － － － － －

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 10,498,640株 17年９月中間期 －株 18年３月期 －株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 0 △614 △105 2,685
17年９月中間期 － － － －
18年３月期 － － － －

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 5社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 1社 （除外） 0社 持分法（新規） 5社 （除外） 0社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

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

通期 24,060 1,680 1,580 890

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　84円77銭

※　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通しであり、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６ページを参照して下さい。



１．企業集団の状況

　当社の親会社としてＴＩＳ株式会社（以下、「ＴＩＳ」）があり、当社と同じ情報サービス業を行っております。当

社はＴＩＳに対してシステムインテグレーション（ＳＩ）の一部を委託するとともに、ＴＩＳからＳＩ及びソフトウェ

アソリューション（ＳＳ）の一部を受託しております。

　平成18年９月にＩＴ関連業務を中心とした技術者派遣事業を行うオープンテクノ株式会社（以下、「オープンテク

ノ」）が当社の100％子会社になり、当社はオープンテクノにＳＩの一部を委託しております。

  また関連会社では、医薬品開発支援サービスを提供しているクロノバ株式会社（以下、「クロノバ」）からビジネス

プロセスアウトソーシング（ＢＰＯ）の一部を受託しており、ＡＳＰサービスを提供している株式会社イーラボからＳ

Ｓの一部を受託しております。

　以上の事項を系統図によって示すと次のとおりであります。
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２．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　当社は、「人とＩＴのチカラでお客様の価値創造を支援し、豊かで活力ある社会の実現に貢献する」ことを企業

使命にしております。当社の事業は、お客様にサービスを提供する“人”と、それを支えるＩＴで成り立っていま

す。人とＩＴのチカラを最大限に発揮して、お客様の価値創造を支援することで、“お客様のお客様”の満足感が

高まり、その満足の輪が広がれば、社会がより豊かになっていくと考えております。

「お客様、社員、株主、そして社会の期待に応え、長期にわたって成長し、企業価値を高める」ことを目指してい

きます。

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主尊重を重要な経営政策のひとつとして位置付けております。利益の配分につきましては、将来の事

業基盤拡大に備えた内部留保と財務体質の強化を図りながら、株主に対する継続的で安定的な配当を実施すること

を基本方針としております。

　内部留保金につきましては、技術革新や事業拡大に対応して、研究開発投資・設備投資を適宜実施し、新規事業

の創出、新商品の開発、新技術の導入、ＢＰＯセンターの新設、Ｍ＆Ａなど、競争優位性を確保するために有効に

投資してまいります。

　上記方針に基づいて、当中間期は１株につき10円00銭の中間配当を実施いたします。

（３）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きましては、個人投資家の増加を促進し、株式の流動性を高める有効な施策のひとつとし

て認識しております。今後とも、株価、株主数、財務状況等を総合的に勘案して、投資単位の引下げを適宜検討し

てまいります。

（４）目標とする経営指標

　売上高及び営業利益の増加による継続的な成長を基本的な経営指標として設定し、経営効率と生産性の向上を図

り、企業価値を高めてまいります。

（５）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、平成17年９月に策定した経営ビジョンの実現に向け、１stステージとなる３ヵ年（平成19年３月期～平

成21年３月期）の中期経営計画を策定いたしました。この中期経営計画では、事業構造、組織、制度、仕組み、意

識などを変革し、新しい成長モデルにシフトすることをテーマにしております。

①基本方針

・ 新しい事業モデルへの選択と集中

・ 戦略に適した組織・体制の整備

・ 組織的なマネジメントの仕組みの構築

・ 魅力的な人事・処遇制度と成長できる環境の整備

・ ブランドイメージの向上

②事業展開の方向性

ａ．業種集中戦略

 成長の期待できる業種に集中して、専門性の高いサービスを提供することでシェアの拡大を図る

・ 保険業界、クレジットカード業界での専門性を活かして、業務範囲の拡大を図る

・ 銀行、証券等の金融機関の業務ノウハウを蓄積し、サービス提供力を強化する

・ 新たな市場として、医薬分野、少額短期保険分野、公共分野等を開拓する

ｂ．業務集中戦略

 強みの発揮できる分野に経営資源を集中して、競争優位を確立する

・ 契約・受注、口座振替、決済の業務プロセスを対象にしたアウトソーシングを推進する

・ ＣＲＭ分野（顧客管理、マーケティング）の商品・サービスの充実を図る

・ ＩＴマネジメントサービス（ヘルプデスク、サーバ管理等）を強化して、システムライフサイクルを一貫

してサポートできる体制を構築する
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ｃ．高付加価値戦略

 業務ノウハウ、ＩＴ、設備を統合化して、高付加価値サービスを提供する

・ 各サービスを標準化・部品化し、お客様のニーズに合わせて必要なサービスを組み合わせ、シームレスな

サービスを提供する

・ 業務ノウハウ、ＩＴ、設備等のリソースの活用度を高めて、プロセス・イノベーションを推進する

・ セキュリティと品質の管理体制を強化して、信頼性の高いサービスを提供する

ｄ．Ｍ＆Ａ・アライアンス戦略

 社外のリソースや商品・サービスの総合化・融合化を図り、サービス提供力を高める

・ 人材、業務ノウハウ、技術等を補完・強化できる企業・事業とのＭ＆Ａ、アライアンスを推進する

 

（６）会社の対処すべき課題

　わが国は今まで経験をしたことのない人口減少社会を迎え、消費人口、労働人口ともに減少していく中にあって

経済成長・発展を図るという従来とは異なる新しい社会経済モデルを模索しております。

 こうした背景の中、当社の属する情報サービス業界でも、銀行のシステム統合や証券システムの機能増強等で情報

システム投資が拡大しており、ＳＥ等技術者の需給が逼迫しつつあります。また、経営効率の改善やコア業務への

専念強化を狙いとして企業のアウトソーシングの需要が増え続けており、こうした需要の拡大に対して要員の確保

を含めた供給力の増強が最優先の経営課題となってまいりました。

　当社は平成17年９月、創立40周年を機に10年後の平成27年（2015年）に向けた長期ビジョン「AGREX　VISION 

2015」を策定し、ビジョン実現に向けた１stステージとなる３ヵ年の中期経営計画が平成18年４月からスタートし

ました。新しい成長の枠組みを作るため、以下の課題に取り組んでまいります。

①成長分野への選択と集中

　労働市場の需給が逼迫し、人材調達が制約条件となりつつある中で持続的な成長を実現するため、当社の強み

が発揮出来る業務分野、今後成長が見込める市場を選別し、ここに経営資源を集中していくことが不可欠です。

かねて当社が強みを持つＢＰＯ事業やＣＲＭ分野において商品、サービスを拡充し、競争優位の確立を図ります。

また、市場規模が大きく、今後ともニーズの拡大が見込まれる金融業界等をターゲットにして事業の拡大を図り

ます。特に次期において注力する市場として、少額短期保険業界、医薬業界等の開拓・深耕に取り組んでまいり

ます。

②生産性・付加価値の向上

　より少ない要員でより高いパフォーマンスを上げていくために、プロセス・イノベーションの進展を加速させ

るとともに、ＩＴや新鋭機械設備などのリソースの活用度を一段と引き上げることにより、一人当たりの産出量

の増加と生産性の向上に取り組みます。また、顧客企業により密着し、より広汎な業務ニーズ、より高度な技術

的課題に応えるサービスやソリューションを提供することにより付加価値の引き上げを図り、利益向上をともなっ

た業容拡大をめざします。

③セキュリティ・品質の向上

　今日、企業に対する個人情報保護をはじめとするセキュリティ強化の要請はますます厳しくなっております。

セキュリティの強化と商品・サービスの品質向上は情報サービス企業としての存続条件であり、一方でセキュリ

ティと品質の管理体制確立こそが業界における競争力強化、差別化に結びつく最も重要な要因であると考えてお

ります。当社ではプライバシーマーク制度やＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証取得を

全社的に推進するなど、かねてより個人情報保護を含めたセキュリティ管理体制の強化に努めてまいりましたが、

さらに運用の高度化を図るとともに、業務の標準化を推進し、組織的な品質向上に取り組んでまいります。また、

コンプライアンスの徹底、内部統制の強化など経営品質の向上にも努めてまいります。

④人材の確保と育成

　労働需給が逼迫する中、優秀な人材を確保し育成することが経営の最重要課題になってまいりました。事業ニー

ズに適合した多様な人材を獲得できるように採用活動を強化するとともに、教育システムを大幅に改定し、業容

の拡大・成長を支える人材の育成に注力いたします。また、これらの人材が能力を最大限に発揮できる環境を整

備し、全員が企業理念を共有し長期ビジョンの実現に邁進いたします。
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　（７）親会社等に関する事項

①親会社等の商号等

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成18年９月30日現在）　

親会社等 属性

親会社等の

議決権所有

割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されている証

券取引所等

ＴＩＳ株式会社 親会社 50.05
株式会社東京証券取引所市場第一部

株式会社大阪証券取引所市場第一部

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係

　当社は、ＴＩＳ株式会社の連結子会社であります。親会社であるＴＩＳ株式会社を中心とした企業集団（以下、

「ＴＩＳグループ」）の主な業務は、情報化投資に関わるアウトソーシングサービス、ソフトウェア開発サービ

ス、ソリューションサービスの提供であります。当社はビジネスプロセスアウトソーシング（ＢＰＯ）を主力事

業とする企業としてグループ内で位置付けられております。

　ＴＩＳグループは、顧客基盤ならびに業務・技術分野を相互に補完する企業グループを形成し、グループ各社

が「自立・自律した事業体」として強みを活かした事業展開を図るとともに、グループシナジーを発揮すること

により、グループの事業拡大を図ることを基本方針としております。当社役員14名のうち３名は、ＴＩＳ株式会

社の役職を兼ねておりますが、その就任はＴＩＳグループ内の協業とシナジーによる企業価値の向上に資するた

めに当社から要請したものであります。

　当社は、設立以来40年以上の実績を積み重ね、業務ノウハウ、技術等を蓄積し、大手企業を中心に強固な顧客

基盤を築き、独自の事業基盤を確立しております。当社は情報サービス業界の中でＢＰＯのリーディングカンパ

ニーとして競争優位を確立しており、ＴＩＳグループにあって独自の事業領域を確保し、ＴＩＳグループへの取

引の依存度も低く、自由な事業活動を行える状況にあります。

　以上の通り、当社はグループ各社の自主・自立を基本とするＴＩＳグループの方針の下、独自の経営判断に基

づいて、事業活動を行っており、十分な独立性が確保されていると認識しております。

 (役員の兼務状況）

役職 氏名 親会社での役職 就任理由

取締役 浦田　幸夫
代表取締役

専務取締役

企業経営に対する高所からの助言を

得るとともに、親会社であるＴＩＳ

株式会社を中心とするグループ企業

との協業やシナジーによる企業価値

の向上に資するため

取締役 西田　光志  取締役　

親会社であるＴＩＳ株式会社を中心

とするグループ企業との協業やシナ

ジーによる企業価値の向上に資する

ため

取締役 寺本　英生
企画本部

営業企画部長

親会社であるＴＩＳ株式会社を中心

とするグループ企業との協業やシナ

ジーによる企業価値の向上に資する

ため

③親会社との取引に関する事項

属性 会社等の名称 住所
事業の内容又は

職業

関係内容

取引の内容
取引金額

(千円)
役員の兼任等 事業上の関係

親会社 ＴＩＳ㈱
大阪府

吹田市

情報処理サービ

ス業
兼任3人 ＳＩ業務の受託

ＳＩ業務の一部を委託 7,967

ＳＩ業務等の受託 483,011
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

    当中間連結会計期間は、連結初年度になりますので、前年同期との比較は行っておりません。

（当中間期の概況）

　当中間期における国内経済は、米国の景気減速や在庫調整などに対する懸念はあるものの、企業の収益力回復に

よる旺盛な設備投資と堅調な個人消費に支えられ、安定的な成長が続いています。

　当社の属する情報サービス業界に関しては、金融業界を中心に情報システム投資が拡大する中、ＳＥ技術者等の

要員不足感が一段と厳しさを増し、個別企業にとって人材獲得力の強化が益々重要な経営課題になってまいりまし

た。

  当社は、本年４月より３ヵ年の中期経営計画「Change X」をスタートさせ、新しい成長モデルへのシフトに取り

組んでおります。平成18年９月１日には念願であった東証一部に上場するとともに、最重要課題である人材確保を

図るため、９月11日にIT関連業務を中心とした技術者派遣事業を行うオープンテクノ株式会社の株式を100％取得し、

子会社化いたしました。

  当中間期においては、保険会社、クレジット・カード会社、製薬会社の業務運用やＣＲＭ分野の商品並びにシス

テム開発等の受注が好調に推移しましたが、前期からの特定大口顧客との契約見直しの影響が残り、売上の減少要

因となりました。また、人材確保に注力したことにより、採用費や教育期間中の人件費が嵩み、販売費及び一般管

理費が増加しました。また、当中間期より連結決算に移行したことに伴い、クロノバ株式会社と株式会社イーラボ

の損益を持分法による投資損失として営業外費用に計上しております。

  以上の結果、売上高は108億33百万円、経常利益は４億99百万円、中間純利益は２億76百万円となりました。

（サービス別営業概況）

　ビジネスプロセスアウトソーシング（ＢＰＯ）は、大型のキャンペーンマネジメント業務等の受注が低調であっ

たものの、保険会社、クレジット・カード会社等との取引が拡大するとともに、臨床試験支援業務においてもITの

優位性を活かして受注が大幅に増加したことなどにより、63億48百万円の売上となりました。

　ソフトウェアソリューション（ＳＳ）は、保険会社等に向けてＣＲＭ系商品のセット販売を推進し好調に推移し

たことに加え、システム開発テストにおける個人情報保護をサポートする新商品「個人情報秘匿システム」のヒッ

トにも恵まれましたが、一方でＥＲＰの受注環境は引き続き厳しく、新規案件の獲得が伸び悩んだ結果、９億61百

万円の売上となりました。

　システムインテグレーション（ＳＩ）は、金融機関を中心としたIT投資意欲の高まりを受け、保険、銀行等から

の受注が順調に増加したものの、特定大口顧客との契約見直しによる売上減少が影響し、34億91百万円の売上とな

りました。

　その他システム機器販売等は、システム開発に付随する情報機器の販売と保険代理店収入で、31百万円の売上と

なりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の中間期末残高は26億85百万円とな

りました。

　当中間連結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）

　営業活動の結果資金は、１百万円未満の微増となりました。

　これは主に、法人税等の支払額が５億31百万円あったものの、税金等調整前中間純利益が５億65百万円計上された

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）

　投資活動の結果減少した資金は、６億14百万円となりました。

　これは主に、子会社株式の取得による支出が２億64百万円、固定資産の取得による支出が２億７百万円あったこと

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）

　財務活動の結果減少した資金は、１億５百万円となりました。

　これは、配当金の支払額が１億５百万円あったことによるものであります。
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　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成19年３月期

中間

自己資本比率（％） 67.5

時価ベースの自己資本比率（％） 166.2

債務償還年数（年） 95.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.4

　（注）　自己資本比率　：　自己資本／総資産

　　　　　時価ベースでの自己資本　：　株式時価総額／総資産

　　　　　債務償還年数　：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　＊１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　　　　　なお、当社は当中間連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前事業年度までの推移について

　　　　　　は記載しておりません。

      　２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

　　　　３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象とし　

　　　　　　ております。

　　　　４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、中間連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動

　　　　　　によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

(3）通期の見通し

　今後の見通しについては、ビジネスプロセスアウトソーシング（ＢＰＯ）では口座振替処理業務、請求回収業務、

保険代理店支援業務、臨床試験支援業務が増加するほか、少額短期保険向けの業務運用サービスなどの新規事業も下

期よりスタートし、売上は計画通り拡大する見込であります。ソフトウェアソリューション（ＳＳ）では販売チャネ

ルの多様化と販促強化により、ＣＲＭ系商品や「個人情報秘匿システム」などの売上が順調に推移するものと考えて

おります。システムインテグレーション（ＳＩ）は金融機関を中心に引き続き取引が拡大する見通しで、上期に採用

した要員による売上寄与も期待できます。また、下期からは子会社化したオープンテクノ株式会社の売上が加わるこ

ととなります。

  利益については、プロジェクト損益の改善や稼働率の向上等により利益水準は高まるものの、オープンテクノ株式

会社、クロノバ株式会社に関わるのれん償却等が下押し要因となります。

  通期の業績については、上半期の実績を踏まえ、以下の通り見込んでおります。

   

ビジネスプロセスアウトソーシング 137億11百万円  

ソフトウェアソリューション 21億82百万円  

システムインテグレーション 81億24百万円  

その他システム機器販売等 43百万円  

売上高合計 240億60百万円  

営業利益 16億80百万円  

経常利益 15億80百万円  

当期純利益 ８億90百万円  

　なお、期末配当金につきましては、１株当たり10円00銭を予定しております。

 

［業績見通しに関する留意事項］

　業績見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で見込んだものであります。見通しに内在する

さまざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の経済・事業環境の変化等により、実際の業績は変動すること

がありますのでご承知おき下さい。
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 （4）事業等のリスク

①　当社事業に係るリスクについて

ａ． 技術者及び労働力の確保について

  当社は、事業の拡大を図るためには、優秀な人材及び良質な労働力の確保が必要不可欠であります。ビジネスプ

ロセスアウトソーシングにおいては、優秀な技術者や業務知識の保有者の確保とともに、事務処理・データ入力サー

ビスにおける良質な労働力の確保が必要であります。また、ソフトウェアソリューション及びシステムインテグレー

ションにおいて、優秀な技術者の確保が必要であります。

　労働力市場の逼迫等により当社が必要とする優秀な技術者又は労働力を確保できない場合には、当社の事業展開

が制約される可能性、並びに当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

ｂ． 技術の進展等について

  当社の事業は、情報技術、通信技術に密接に関連しており、これらの技術分野は、技術の進展が著しいという特

徴を有しております。当社が想定していないような新技術・新サービスの普及等により事業環境が変化し、その対

応が遅れた場合には、受注の減少等から当社の経営成績が影響を受ける可能性を有しております。また、新規参入

の状況及び競合の状況によっては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

ｃ． 顧客情報の管理について

  当社は、特にビジネスプロセスアウトソーシングにおいて、顧客情報を大量に取扱っております。当社では、プ

ライバシーマーク制度（注１）やＩＳＭＳ適合性評価制度（注２）の認証を取得するなど、情報管理及び社員の教

育に十分留意しておりますが、今後、顧客情報の流出等が発生した場合には、当社の事業展開が制約される可能性、

並びに当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（注１）プライバシーマーク制度：「JIS Q 15001」に準拠したコンプライアンス・プログラムが定められ、当該コ

ンプライアンス・プログラムに基づき個人情報の適切な取扱いが実施され、または実施可能な体制が整備されてい

ることにより認定する財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)の評価制度。

（注２）ＩＳＭＳ適合性評価制度：企業の情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)が、英国規格

「BS7799-2」及び「JIS X5080」に基づく認証基準に適合することを認定する財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)

の評価制度。

 

ｄ． プロジェクト採算の管理について

　当社は、ソフトウェアソリューション及びシステムインテグレーションにおいて、見積り精度の向上、プロジェ

クトマネジメントの強化等に努め、効率的なシステム開発を目指しております。しかしながら、作業開始後の仕様

変更、納入後の不具合発生等、当初見積りを超える作業工数の発生により、プロジェクトの採算が悪化した場合、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

 ②　親会社であるＴＩＳ株式会社を中心とした企業集団（以下、「ＴＩＳグループ」）における当社の位置付けと

親会社との関係について

ａ． 当社の位置付けについて

　当社は、ＴＩＳ株式会社の連結子会社であります。ＴＩＳグループの主な業務は、情報化投資に関わるアウトソー

シングサービス、ソフトウェア開発サービス、ソリューションサービスの提供であります。

　ＴＩＳグループは、顧客基盤ならびに業務・技術分野を相互に補完する企業グループを形成し、グループ各社が

「自立・自律した事業体」として強みを活かした事業展開を図るとともに、グループシナジーを発揮することによ

り、グループの事業拡大を図ることを基本方針としております。

　ＴＩＳグループの事業区分において、当社のサービス区分であるビジネスプロセスアウトソーシングはアウトソー

シングサービスに、ソフトウェアソリューション、システムインテグレーションはソフトウェア開発サービス及び

ソリューションサービスに分類されます。

　ＴＩＳグループにおける当社の位置付けについては、下記の通りであります。

・アウトソーシングサービス

　アウトソーシングサービスは、①システム、ネットワークを安定稼動させるための操作、監視を中心とするＩＴ

アウトソーシングと②ＩＴを活用して契約処理業務、通信販売受注業務等の事務処理業務全体を行うビジネスプロ

セスアウトソーシングに大別され、当社はグループ内でビジネスプロセスアウトソーシングを主力事業とする企業

として位置付けられます。

・ソフトウェア開発サービス及びソリューションサービス

　ソフトウェア開発サービス及びソリューションサービスについては、グループ内に類似した事業を営む企業が存

－ 7 －



在しておりますが、顧客基盤、案件規模、取扱商品等が異なっており、当社はグループ内でＣＲＭソリューション

等に強みを持つ企業として独自の位置を占めております。

　当社とＴＩＳグループ各社は、それぞれ独自の事業領域を確立し、グループシナジーが期待できる分野において

協業することにより、互いに企業価値を高める関係にありますが、環境変化が著しい事業分野に属しているため、

今後の事業環境の変化によっては、グループ内において、一部事業の競合が生じる可能性があります。

 

ｂ． 取引関係について

　当社は、ＴＩＳ株式会社から株式会社アプラスのＳＩ業務を中心に受託しております。

 

ｃ． 人的関係について

　平成18年９月30日現在、当社役員14名のうち、ＴＩＳ株式会社の役職を兼ねる者は３名であり、ＴＩＳグループ

内の協業とシナジーによる企業価値の向上に資するために当社が就任を要請したものであります。

 

d． 独立性の確保の状況について

　当社は、設立以来40年以上の実績を積み重ね、業務ノウハウ、技術等を蓄積し、大手企業を中心に強固な顧客基

盤を築き、独自の事業基盤を確立しております。当社は情報サービス業界の中でＢＰＯのリーディングカンパニー

として競争優位を確立しており、ＴＩＳグループにあって独自の事業領域を確保し、ＴＩＳグループへの取引の依

存度も低く、自由な事業活動を行える状況にあります。

　当社はグループ各社の自主・自立を基本とするＴＩＳグループの方針の下、独自の経営判断に基づいて、事業活

動を行っており、十分な独立性が確保されていると認識しております。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ　流動資産     

１．現金及び預金   876,429  

２．受取手形及び売掛金 ※２  3,312,098  

３．有価証券   2,109,905  

４．たな卸資産   375,152  

５．繰延税金資産   541,050  

６．その他   286,410  

７．貸倒引当金   △4,424  

流動資産合計   7,496,622 65.9

Ⅱ　固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

(1）建物及び構築物  334,539   

(2）土地  205,976   

(3）その他  449,323 989,839  

２．無形固定資産     

(1）ソフトウェア  247,215   

(2）のれん  387,039   

(3）その他  26,169 660,424  

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券  707,872   

(2）関係会社株式  456,795   

(3）敷金及び保証金  870,768   

(4）繰延税金資産  153,196   

(5）その他  33,975   

(6) 貸倒引当金  △397 2,222,210  

固定資産合計   3,872,474 34.1

資産合計   11,369,097 100.0
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当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ　流動負債     

１．買掛金   408,429  

２．短期借入金   180,000  

３．未払費用   886,409  

４．未払法人税等   319,470  

５．未払消費税等   116,237  

６．賞与引当金   1,052,223  

７．その他   396,936  

流動負債合計   3,359,706 29.5

Ⅱ　固定負債     

１．退職給付引当金   133,683  

２．役員退職慰労引当金   125,464  

３．長期未払金   79,620  

固定負債合計   338,767 3.0

負債合計   3,698,474 32.5

     

（純資産の部）     

Ⅰ　株主資本     

１．資本金   1,292,192 11.4

２．資本剰余金   1,493,807 13.1

３．利益剰余金   4,872,342 42.9

４．自己株式   △431 △0.0

株主資本合計   7,657,910 67.4

Ⅱ　評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差
額金

  12,712 0.1

評価・換算差額等合計   12,712 0.1

純資産合計   7,670,622 67.5

負債純資産合計   11,369,097 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   10,833,456 100.0

Ⅱ　売上原価   8,877,032 81.9

売上総利益   1,956,423 18.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,391,842 12.9

営業利益   564,581 5.2

Ⅳ　営業外収益     

１．受取利息  7,468   

２．その他  8,725 16,194 0.1

Ⅴ　営業外費用     

１．持分法による投資損失  76,401   

２．その他 ※２ 4,800 81,202 0.7

経常利益   499,573 4.6

Ⅵ　特別損失     

　固定資産除却損  10,676 10,676 0.1

税金等調整前中間純利益   488,896 4.5

法人税、住民税及び事業
税

 261,000   

法人税等調整額  △48,572 212,427 1.9

中間純利益   276,468 2.6
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,292,192 1,493,807 4,717,052 △431 7,502,620

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 － － △104,986 － △104,986

利益処分による役員賞与 － － △16,000 － △16,000

持分法適用会社の増加に伴う減少
高

－ － △192 － △192

中間純利益 － － 276,468 － 276,468

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 155,289 － 155,289

平成18年９月30日　残高
（千円）

1,292,192 1,493,807 4,872,342 △431 7,657,910

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等合
計

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,693 1,693 7,504,313

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － △104,986

利益処分による役員賞与 － － △16,000

持分法適用会社の増加に伴う減少
高

－ － △192

中間純利益 － － 276,468

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

11,018 11,018 11,018

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

11,018 11,018 166,308

平成18年９月30日　残高
（千円）

12,712 12,712 7,670,622
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  565,297

減価償却費  139,134

長期前払費用償却額  4,360

賞与引当金の増加額  28,569

退職給付引当金の増加額  35,336

役員退職慰労引当金増加額  16,554

受取利息及び受取配当金  △7,534

支払利息  386

有形固定資産除却損  10,386

無形固定資産除却損  290

投資事業組合損失  4,414

売上債権の減少額  19,116

たな卸資産の増加額  △94,663

その他流動資産の増加額  △79,029

長期前払費用の増加額  △597

仕入債務の減少額  △45,248

未払費用の減少額  △113,736

未払消費税等の減少額  △27,165

その他流動負債の増加額  85,038

役員賞与の支払額  △16,000

小計  524,908

利息及び配当金の受取額  7,524

利息の支払額  △386

法人税等の支払額  △531,108

営業活動によるキャッシュ・フロー  938

Ⅱ　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  △183,028

無形固定資産の取得による支出  △24,696

投資有価証券の取得による支出  △54,537

投資有価証券の売却による収入  44,180

関係会社株式の取得による支出  △64,400

新規連結子会社の取得による収入
及び支出

 ※２ △264,770

その他投資取得等による支出  △97,453

その他投資売却等による収入  30,110

投資活動によるキャッシュ・フロー  △614,597

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入  180,000

短期借入金の返済による支出  △180,000

配当金の支払額  △105,357

財務活動によるキャッシュ・フロー  △105,357

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額  △719,015

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  3,404,910

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高  ※１ 2,685,894
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項  （1）連結子会社の数

 　　　１社

  （2）連結子会社の名称

 　　　オープンテクノ㈱

　オープンテクノ㈱は、平成18年９月11日の株

式取得に伴い、当中間連結会計期間より連結子

会社となりました。

　　なお、非連結子会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項  （1）持分法を適用した関連会社の数

　　　５社

  （2）持分法適用の関連会社の名称

　　　クロノバ㈱

　　　㈱イーラボ　他３社

　なお、持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社はありません。

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項

　連結子会社オープンテクノ㈱の中間決算日は、

３月31日であります。

　中間連結財務諸表の作成にあたっては、中間

連結決算日（９月30日）現在で実施した仮決算

に基づく中間財務諸表を使用しております。

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

その他有価証券

 　　 時価のあるもの

  中間連結決算日の市場価格等に基づく時価

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）を採

用しております。

      時価のないもの

  移動平均法による原価法を採用しておりま

す。

  ただし、投資事業有限責任組合出資金は個

別法によっており、組合決算の損益を営業外

収益又は営業外費用として計上する方法を採

用しております。

②たな卸資産

仕掛品

 個別法による原価法を採用しております。

貯蔵品

 最終仕入原価法を採用しております。
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 （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

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。

 　　　　　建物　　　　　３～27年

 　　　　　構築物　　　　10～20年

 　　　　　器具及び備品　３～20年

 ②無形固定資産

　定額法を採用しております。

　ただし、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法、市場販売目的のソフトウェアに

ついては、見込販売数量に基づく償却額と見

込有効期間（３年）に基づく均等配分額とを

比較し、いずれか大きい額を償却する方法を

採用しております。

 （3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒れに備えるため、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。

②賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、

支給見込額を計上しております。

③退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、中間連結

会計期間末要支給額を計上しております。

④役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備えるため、内規

に基づく中間連結期間末要支給額を計上して

おります。

 （4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・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。
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項目
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 （5）その他中間連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

 ①法人税及び住民税並びに事業税の計上基準

　法人税及び住民税並びに事業税は中間連結

会計期間を一事業年度とみなして算定した課

税所得に対する税額を計上しております。な

お、税額算定に当たり、当事業年度の利益処

分における取崩を予定しているプログラム等

準備金及び特別償却準備金を課税所得に反映

させております。

 ②消費税等の会計処理

　消費税の会計処理は、税抜方式によってお

ります。

　なお、仮受消費税等及び仮払消費税等は相

殺の上、流動負債の「未払消費税等」として

表示しております。

５．中間連結キャッシュ・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、価値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。

中間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

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号　平成17年12月９日）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は7,670,622

千円です。

　なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照

表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改

正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成し

ております。

 

 （役員賞与に関する会計基準）

　当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用

しております。これによる営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益に与える影響は軽微であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 849,312 千円

 ※２　中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当中間連結会計期間の末日は金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間期末日満期手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

 受取手形  1,287千円

 ３　保証債務

　従業員の借入金に対し、925千円の債務保証を行っております。

（中間連結損益計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 ※１　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は以下のとおりであります。

 給料賞与手当  451,200千円

 賞与引当金繰入  152,094千円

 福利厚生費 74,944千円

 地代家賃  140,528千円

 採用費  114,037千円

 ※２　営業外費用のその他のうち主要なもの

 支払利息  386千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 10,498,640 － － 10,498,640

合計 10,498,640 － － 10,498,640

自己株式

普通株式 1,360 － － 1,360

合計 1,360 － － 1,360

２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 104,986 10.0 平成18年３月31日 平成18年６月23日

（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年11月７日

取締役会
普通株式 104,986 利益剰余金 10.0 平成18年９月30日 平成18年12月７日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

（平成18年9月30日現在）

現金及び預金勘定 876,429 千円

マネー・マネージメント・ファンド 1,809,465 千円

現金及び現金同等物 2,685,894 千円

※２　新規連結子会社の取得による収入及び支出の内訳

　株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳

並びに株式の取得価額と取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであり

ます。

　オープンテクノ㈱（平成18年9月30日現在）

流動資産 439,613 千円

固定資産 43,913 千円

のれん 378,419 千円

流動負債 295,810 千円

固定負債 59,804 千円

オープンテクノ㈱株式の取得価額 506,332 千円

オープンテクノ㈱の現金及び現金同等物 241,561 千円

差引：オープンテクノ㈱の株式取得によ
る支出

264,770 千円
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①　リース取引

　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

（１）株式 4,310 10,924 6,614

（２）債券    

社債 700,000 696,980 △3,020

合計 704,310 707,904 3,594

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 48,147

投資事業有限責任組合出資金 252,260

マネー・マネージメント・ファンド 1,809,465

③　デリバティブ取引

 当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　当社グループは、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、情報サービス単一事業のため、事業

の種類別セグメント情報を記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　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、所在地別セグメント情報を記

載しておりません。

ｃ．海外売上高

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　当中間連結会計期間における海外売上高の合計が連結売上高の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。
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（１株当たり情報）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 730.63 円

１株当たり中間純利益金

額
26.33 円

 

（注）１株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

中間純利益（千円） 276,468

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－

普通株式に係る中間純利益

（千円）
276,468

期中平均株式数（株） 10,498,640

（重要な後発事象）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績  

サービス

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

金額（千円） 構成比

％

ビジネスプロセスアウトソーシング 6,370,892 58.3

ソフトウェアソリューション 987,547 9.1

システムインテグレーション 3,564,521 32.6

合計 10,922,961 100.0

　（注）１．金額は販売価格によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注実績

（受注高）  

サービス

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

金額（千円） 構成比

％

ビジネスプロセスアウトソーシング 6,550,353 57.8

ソフトウェアソリューション 1,004,272 8.9

システムインテグレーション 3,745,049 33.0

その他システム機器販売等 31,105 0.3

合計 11,330,780 100.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（受注残高）  

サービス

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

金額（千円） 構成比

％

ビジネスプロセスアウトソーシング 6,429,720 63.8

ソフトウェアソリューション 1,051,163 10.5

システムインテグレーション 2,591,813 25.7

合計 10,072,696 100.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）販売実績  

サービス

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

金額（千円） 構成比

％

ビジネスプロセスアウトソーシング 6,348,722 58.6

ソフトウェアソリューション 961,701 8.9

システムインテグレーション 3,491,927 32.2

その他システム機器販売等 31,105 0.3

合計 10,833,456 100.0

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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