
(財)財務会計基準機構会員  
平成19年３月期 中間決算短信（連結） 平成18年11月８日

上場会社名 ＴＩＳ株式会社 上場取引所 東大

コード番号 9751 本社所在都道府県 大阪府

（URL　http://www.tis.co.jp/）

代表者 代表取締役社長 岡本　晋

問合せ先責任者 経理部長 喜多　昭男 ＴＥＬ　　（03）5402－2005

中間決算取締役会開催日 平成18年11月８日

米国会計基準採用の有無 無

１．18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）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨）

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 103,034 4.9 3,625 0.6 4,249 12.4

17年９月中間期 98,210 △1.7 3,602 △50.2 3,780 △48.9

18年３月期 209,922 11,567 11,995

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 1,953 △11.9 43.11  41.24  

17年９月中間期 2,216 △21.1 48.92  45.88  

18年３月期 5,892 127.73  120.67  

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 △46百万円 17年９月中間期 △22百万円 18年３月期 △17百万円

②期中平均株式数（連結） 18年９月中間期 45,315,625株 17年９月中間期 45,312,283株 18年３月期 45,312,338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

(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

18年９月中間期 177,900 96,022 47.1 1,850.36

17年９月中間期 177,354 79,236 44.7 1,748.69

18年３月期 186,603 85,642 45.9 1,887.63

（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 45,315,841株 17年９月中間期 45,311,802株 18年３月期 45,314,902株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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 9,514 △3,499 △3,446 27,766

17年９月中間期 10,794 △6,959 △8,384 25,237

18年３月期 18,960 △11,277 △12,285 25,203

(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 23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 10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） 1社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．19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 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 210,600 13,200 6,300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　139円02銭

※　業績予想に関しましては、平成18年11月８日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な

不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの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９ページをご参照ください。
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１．企業集団等の状況
　当社グループは、当社、連結子会社23社および持分法適用関連会社10社で構成されます。主な業務は、情報化投

資に係わるアウトソーシングサービス、ソフトウェア開発、ソリューションサービスの提供であり、これらの業務

に関連するリース業、市場調査などの業務も行っています。

　なお、当連結会計年度よりオープンテクノ㈱が連結子会社に加わっております。

　当グループの事業に係わる位置づけは次のとおりでます。

□　アウトソーシングサービス

　自社データセンタを活用し、システムオペレーションサービス、システムハウジングサービス、受託運用サービ

スなどを行っております。また、グループ会社において、ビジネスプロセスアウトソーシングやネットワークサー

ビスなどを提供しています。

□　ソフトウェア開発

　情報システムの企画提案から構築に係わる一切を総合的に提供するシステムインテグレーションサービスおよび

ＥＲＰ導入支援、データベース構築、インターネット環境構築など、受託ソフトウェア開発を行っております。

　最近では、日本版ＳＯＸ法対応(※)に向けた内部統制確立のためのコンサルティング業務も行っています。

※金融証券取引法に基づき、会計監査制度の充実と企業の内部統制強化を求める日本の法規制のこと

□　ソリューションサービス

　サーバー、ストレージ、クライアント機器など各種ハードウェアとパッケージソフトなど各種ソフトウェアを組

み合わせて、顧客に最適なシステム機器構成の提案、導入支援を行っております。

　以上に述べた事業の系統図は以下のとおりであります。（◎：連結子会社、○：持分適用関連会社）

　（注1）M&Tシステムオペレーションズ㈱は既に営業活動を中止し、清算手続きを進めております。

　（注2）TISI(USA),Inc.は既に営業活動を中止し、清算手続きを進めております。

　（注3）TIS North America Inc.は清算手続きを進めております。

－ 2 －



 

 

【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

議決権の
被所有割
合（％）

関係内容

（連結子会社）

ＴＩＳシステムサービ

ス㈱
大阪府吹田市 196 情報処理サービス 100.0 －

業務委託契約に基づく、アウトソーシ

ング業務を行っています。なお、当社

より事務所を賃借しています。

役員の兼任　４名

ＴＩＳトータルサービ

ス㈱
東京都中央区 50

セキュリティ・サプライ

商品販売ならびにスタッ

フサービス

100.0 －

当社グループへのサプライ用品等の販

売を行っています。

役員の兼任　２名

ＴＩＳリース㈱

（注）１
東京都中央区 460 ＯＡ機器等のリース

99.8

(1.4)
－

当社よりリース対象機器を購入してい

ます。なお、当社グループに対しＯＡ

機器等を賃貸しています。

役員の兼任　２名

東洋ネットワークサー

ビス㈱
東京都千代田区 400

通信ネットワークサービ

ス
95.0 －

業務委託契約に基づく、ネットワーク

業務の運用を行っています。なお、当

社より機械室を賃借しています。

役員の兼任　１名

アイティリサーチ㈱ 東京都江東区 450
情報処理技術に関する調

査・研究・開発
100.0 －

業務委託契約に基づく、情報処理に関

する新技術等の研究を行っています。

役員の兼任　２名

ＴＩＳソリューション

ビジネス㈱
東京都江東区 300

コンピュータ全般に関す

るソリューションサービ

ス

100.0 －

業務委託契約に基づく、プログラミン

グを行っています。

役員の兼任　２名

クオリカ㈱ 東京都江東区 1,234

ソフトウェア開発、運用

サービス、コンピュータ

機器販売

80.0 －

業務委託契約に基づく、ソフトウェア

開発を行っています。

役員の兼任　５名

㈱エス・イー・ラボ

（注）１、２
東京都江東区 616

パッケージソフト販売、

ソフトウェア開発、コン

ピュータ機器販売

51.0

(25.3)
－

業務委託契約に基づくソリューション

サービスを行っています。

役員の兼任　２名

㈱ランサ・ジャパン

（注）１
東京都江東区 50

パッケージソフト販売、

ソフトウェア開発、コン

ピュータ機器販売

85.8

(85.8)

 

－

業務委託契約に基づくソリューション

サービスを行っています。

役員の兼任　なし

㈱アグレックス

（注）２，３
東京都新宿区 1,292 情報サービス

50.0

 
－

ソフトウェア開発の受託を行っていま

す。

役員の兼任　２名

オープンテクノ㈱

 （注）１、４
 東京都新宿区 50 情報サービス

100.0

(100.0)
－

 業務上の取引は特になし

 役員の兼任　なし

㈱システムズ・トラス

ト
東京都渋谷区 100

ソフトウェアの販売、コ

ンサルティング、導入・

運用サポート

90.0 －
業務上の取引は特になし。

役員の兼任　２名

㈱ユーフィット

（注）３
愛知県名古屋市 1,310

システムインテグレー

ション、コンピュータ機

器販売

70.4 －

業務委託契約に基づく、ソフトウェア

開発を行っています。

役員の兼任　４名

㈱シーエスエイ

（注）１
愛知県名古屋市 93 情報サービス

100.0

(100.0)
－

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　なし

㈱シーエスティ

（注）１
東京都台東区 30 情報サービス

100.0

(100.0)
－

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　なし

㈱システムサポート

（注）１
愛知県名古屋市 33 情報サービス

100.0

(100.0)
－

業務上の取引は特になし。

役員の兼任　なし

ＡＪＳ㈱ 東京都墨田区 800

ソフトウェア開発、運用

サービス、コンピュータ

機器販売

51.0 －

業務委託契約に基づく、ソフトウェア

開発を行っています。

役員の兼任　３名
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名称 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の
所有割合
（％）

議決権の
被所有割
合（％）

関係内容

㈱ＡＪＳソフトウェア

（注）１
宮崎県延岡市 20 ソフトウェア開発、運用

100.0

(100.0)
－

業務上の取引は特になし

役員の兼任　なし

TIS R＆D Center,

Inc.

米国

カリフォルニア

州

千米ドル

2,000

情報通信サービス、ソフ

トウェア開発
100.0 －

業務委託契約に基づく、情報処理に関

する新技術等の研究を行っています。

役員の兼任　１名

 TISI(USA),Inc.
米国  　　

ニューヨーク州

千米ドル 

2,000

情報通信サービス、ソフ

トウェア開発 

100.0

 
－

 業務受託契約に基づく情報処理、情報

通信サービスの提供を行っています。

 役員の兼任　１名

TIS North America 

Inc.

米国

デラウェア州

千米ドル

100
米国関係会社の管理 100.0 －

業務委託契約に基づく、米国関係会社

の管理を行っています。

役員の兼任　１名

TKSOFT SINGAPORE 

PTE.Ltd.

（注）１

シンガポール

千シンガ

ポールドル

200

ソフトウェア開発、ソ

リューションサービス

100.0

(100.0)
－

業務上の取引は特になし

役員の兼任　なし

TISI（上海）Co.,

Ltd.
中国上海

千米ドル

1,300

情報サービス、ソフト

ウェア開発
100.0 －

中国・アジア地域における営業協業活

動を行っています。

役員の兼任　２名

（持分法適用関連会

社）

エンコデックスジャパ

ン㈱
大阪府吹田市 50

インターネットを利用し

た各種情報提供サービス
37.0 －

業務上の取引は特になし

役員の兼任　２名

Ｍ＆Ｔシステムオペ

レーションズ㈱
大阪府大阪市 100 情報サービス 49.0 －

業務受託契約に基づく情報処理、情報

通信サービスの提供を行っています。

役員の兼任　３名

㈱イーラボ

（注）１
東京都台東区 50 ＡＳＰサービス

18.0

(18.0)
－

業務上の取引は特になし

役員の兼任　なし

ほんつな㈱ 大阪府吹田市 100
書籍総合ポータルサイト

運営
30.0 －

業務上の取引は特になし

役員の兼任　２名

クロノバ㈱

（注）１
東京都中央区 362

医薬品の開発戦略の企

画・立案

29.4

(29.4)

 

－
業務上の取引は特になし

役員の兼任　なし

アルメック㈱

（注）１，５ 
東京都中央区 10 治験実施施設支援業務

－

[100.0]
－

業務上の取引は特になし

役員の兼任　なし

アプシェ㈱

（注）１，５ 
東京都中央区 17 医薬品販売支援業務 

－

[100.0]
－

業務上の取引は特になし 

役員の兼任　なし 

メディカル統計㈱ 

（注）１，５ 
東京都中央区 10

医薬品開発における統計

解析業務 

－

[100.0]
－

業務上の取引は特になし  

役員の兼任　なし 

宏図財務軟件（上海）

有限公司
中国上海

千米ドル

300

ソフトウェア開発・販売、

関連技術サービスの提供
33.3 －

業務委託契約に基づく、マーケット調

査を行っています。

役員の兼任　２名

DGTインフォメーショ

ンシステムズ
中国香港

千米ドル

4,000
ソフトウェア開発 20.0 －

業務委託契約に基づく、ソフトウェア

開発を行なっています。

役員の兼任　１名

　（注）１　「議決権の所有（被所有）割合」欄の内、「所有割合」欄の（内書）は間接所有であります。

２　有価証券報告書の提出会社であります。

３　㈱アグレックス並びに㈱ユーフィットについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売

上高に占める割合が10％を超えております。なお、㈱アグレックスは有価証券報告書提出会社であるため、

主要な損益情報等の記載を省略しております。

主要な損益情報等

㈱ユーフィット　①　売上高　　　20,078百万円

②　経常利益　　　 166百万円

③　中間純利益　　　83百万円

④　純資産額　　17,371百万円

⑤　総資産額　　24,922百万円

 ４　オープンテクノ㈱は、第三者から株式取得したことによって、当連結会計年度より子会社となりました。 

 ５  クロノバ㈱の子会社であります。議決権の所有割合の［　］内は、クロノバ㈱の所有割合で外数であります。
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２．経営方針
１．会社の経営の基本方針

　当社は、昭和46年の創立以来、情報システムに関わる各種サービスを提供する事業に携わり、株主や取引先の

ご支援をいただきながら、今日、業界における大手の一角として認められるなど高い評価をいただくまでに至り

ました。しかし、我々をとりまく環境は大きく変わり、業界に大きな変革の波が押し寄せる中で、自ら進むべき

道筋を確かなものとする経営が求められていると認識しております。

　当社では、企業の礎である基本理念、経営理念を以下の通り設定し公表しています。

（基本理念）

　わたしたちは、情報社会のプロフェッショナルとして、人と社会に最適を提供し、知的で感性豊かな生活の

実現に貢献します。

（経営理念）

　わたしたちは、ステークホルダーの満足度の向上に努め、独創的で魅力的なサービスの提供と豊かな価値を

創造します。

一．お客様に最適を提供することで、ビジネスパートナーとしての高い信頼を得るべく努めます。

一．技術を事業の軸とし、絶え間ない改革により、高品質なサービスを提供します。

一．ＣＳＲ基本方針に則り、法令遵守はもとより、ステークホルダーと良好な関係を構築し、良き企業市民

となるべく努めます。

一．社員にとって、魅力あふれる活動の場を提供し、企業と社員がともに成長できる企業文化を構築します。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　配当につきましては、長期的な投資に値する企業として、株主の皆さまへ利益還元を安定的に継続することが重

要であると考えております。平成19年３月中間期は、当初計画通り、１株当たり10円の中間配当を実施する予定で

す。

　尚、平成19年３月期につきましては、前期と同様、１株当たり27円の年間配当を実施する予定です。

３．目標とする経営指標

　当社は、情報サービス産業界の中でのさらなる飛躍を目指し、平成18年4月より3ヵ年にわたる中期経営計画

「exceed’08」をスタートしました。

「exceed’08」は、「2008年度(平成20年度)ＴＩＳグループは、トップブランドとしての地位を確立する」を全社

テーマとして掲げています。社会的にトップブランドと認知されるためには、お客様満足の向上を図り、情報サー

ビス産業における市場予測以上の成長と、業界Ｎｏ．１の技術力と品質を確立することが重要と認識しております。

また、トップブランドにふさわしい業績として、2008年度(平成20年度)に売上高2,400億円、営業利益260億円をあ

げることを目標としています。

４．中長期的な会社の経営戦略

(1) 中期経営計画「exceed’08」重点施策

・ お客様の課題解決に直結するコンサルテーションを軸にビジネスモデルを構築し、お客様のベストパートナー

となる。

・ 新しいビジネスモデルを武器に、提案型の発想と行動により、全てのお客様に最適な価値を提供する。 

①ソフトウェア開発ビジネスでは、Deployment型開発モデルへの転換を図り、得意分野での業務モデルの構

築を行う。 

②アウトソーシングビジネスでは、メニュー化を推進し、多様なアプローチを行うことにより、お客様のニー

ズに応える。

③ソリューションビジネスでは、ワンストップサービスを含め新たな展開をはかる。

④業務モデルとストック型ビジネスでの実績をもとに、より上流のコンサルテーション業務を拡大する。

⑤さまざまなお客様のニーズにお応えするために、グループ総合力を結集する。 

・ 事業活動で得られた実績と、顧客基盤を活かし、マーケットに存在するシーズを組み合わせることにより、

新規事業を次々と生み出す。

・ 技術を経営の軸とする。

⑥ビジネスにおけるベストパートナーとなるために、新たな技術を身に付けるとともに絶え間ない向上をは

かる。
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⑦技術力を客観的指標により評価し、マーケットに強くアピールする。

・ ビジネス遂行の基本である、「品質向上＋効率化」を絶え間なく追求する。

⑧「新ＱＭＳ」(※1)の生産方式に基づき、抜本的に生産性と品質を向上させ競争力を高める。

⑨「ＩＴＩＬ」(※2)標準に基づいた運用品質向上、運用効率化を追求する。

⑩全社の業務処理、事務処理においても継続的な改善を実施し、品質と効率性を追求する。

※1ＱＭＳ(Quality Management System)

　当社で定めた全社標準プロセスで、開発フレームワークやリスク管理、進捗管理などの基準を集約し、一貫性をもったプロセス

として定めた。

※2ＩＴＩＬ(ＩＴインフラストラクチャ・ライブラリ)

　英国商務局が、ITサービス管理・運用規則に関するベストプラクティスを包括的にまとめた一連のガイドブック

 

 ５．会社の対処すべき課題

(1) 営業力の強化

当社はソフトウェア開発、アウトソーシング分野における技術力、総合力を評価いただき、業績を順調

に伸ばしてきました。一方で、機器、パッケージなどの仕入れ販売を中心としたソリューション分野は、

ここ数年減収傾向にあります。この分野を強化するためには営業力の強化が不可欠であり、既存先顧客を

中心としたアカウント型営業スタイルから、新規顧客の開拓にも有効な提案型営業スタイルに転換してい

きたいと考えます。

　その実現のために、本年10月から組織体制を変更しました。営業推進本部を設立し、従前企画本部の

中にあった営業企画部、アウトソーシング企画部を移設し、各事業部の営業部と連携し新規顧客の開拓を

推進します。具体的な施策としては、全社をあげて取り組むソリューションを選定し、幅広いローリング

営業を展開します。

 

(2) 利益率向上施策

①　Deployment型開発モデルの推進

中期経営計画の柱の一つであるDeploymentをキーワードに、個別受注案件の生産性向上を図っています。

Deploymentは、全てを手作りで開発するのではなく、当社が蓄積してきたソフトウェアやリファレンスモデ

ル、設計手法や業務ノウハウなどを活用し、生産性と品質の向上を図るシステム構築の方法です。技術基盤

の整備を図るとともにDeployment文化の醸成に努めていきます。

②　オフショア開発の推進

当社はコスト競争力強化の観点から、中国に大規模開発業務の委託先を確保し、開発コスト競争力の強化

に努めています。前期は当社の外部委託量の５％相当を中国などの海外委託先で生産しましたが、当期はさ

らに高い目標を掲げ、収益性の確保に努めています。また、開発拠点としてベトナムでの委託先を確保し、

開発委託量の更なる拡大を図っています。

③　コンサルティング力の拡充

当社と100％子会社であったＴＩＳコンサルティング株式会社は、平成18年4月に合併しました。

　合併による経営体制の一元化により、ＴＩＳコンサルティング株式会社が保有するシステムコンサルティ

ング力を、当社およびグループのドミナント分野であるクレジットカード、組立系製造業を始めとする事業

基盤の中で、更に拡充します。

　また、ここ数年の間に日本の上場会社及び連結子会社は、例外なく日本版ＳＯＸ法対応に向けた内部統制

体制の確立を求められています。当社は業界内部でも先駆けて準備を行い、本分野で定評のある株式会社プ

ロティビティジャパンと多角的な協業を進めております。協業を進める過程において得たナレッジを活用し、

社内のコンサルタント要員を順次拡充しています。
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（3）不採算案件の撲滅に向けて

①　新ＱＭＳの展開と改善

生産性向上基盤技術を担当する生産技術部において、全社共通の開発標準プロセスを定義し、適用を開始

しました。これにより、一定のプロセスに沿った失敗の少ないプロジェクト推進ができるようになるととも

に、この標準プロセスそのものをより良いものに改善してゆく仕組みができ、継続的な生産性向上に取り組

める基盤を整えました。また、生産性向上や改善の基礎となるデータの収集を行い、定量的な評価や判断を

する環境を整備し、不採算化防止のための諸施策をより具体的に講じていきます。

② エンジニアリング標準の整備

全社の技術基盤を担当する基盤技術センターでは、新技術や新手法の検証などをベースに、当社のシステ

ム開発や基盤構築、システム運用や業務運用に関わるエンジニアリング標準を定め、主として技術面から生

産性と品質の向上に取り組んできました。当期は、要件定義工程、製造／テスト工程、およびシステム運用

設計工程に重点的に取り組み、標準ガイドやツール等の整備と活用を推進しています。

また、セキュアプログラミングガイドの改訂等、セキュリティに関するガイドやツールの一層の強化を図り

ます。

③　プロジェクトリスク管理の強化

当社は従前からプロジェクト単位での提案審査やリスク管理制度を強化しています。今般、さらにその体

制強化の一環として、案件着手後、早期の段階で、その収益性が当初見通し通りに確保できるかを判断する

制度を設けます。

　この制度により、顧客の要望や技術的な難易度などのリスクを的確に把握し、有効な対策を講じる仕組み

を構築します。 

 

（4）人材育成

「技術を経営の軸とする」を中期経営計画の柱の一つにしています。その礎となる技術者の育成に関し、

当社は新たな施策を講じてきました。

　経済産業省が推進するＩＴスキル標準（以下、ＩＴＳＳ）に基づき、ＩＴスキルレベルを認定するスキル

レベル認定制度を定め、本年10月から運用を開始しています。国内共通のＩＴＳＳと当社のスキルレベル認

定制度の整合性を図りながら、入社後の早い段階から将来のキャリア目標の設定を図るなど、技術の見える

化を図っています。

 

（5）グループ会社管理体制

当社は連結子会社23社を有し、業績や企業活動に占める影響度も大きいものになっています。グループ運

営の基本として、各社の自主性を重んじた「緩やかな連邦制」を志向していますが、環境変化が一段と早く

なる中では、当社の意思を速やかに伝え、グループとしての総合力を今以上に発揮する体制を整えていきま

す。
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３．経営成績及び財政状態
１．当期の概況

　最近の日本経済を俯瞰すると、アジア、特に中国の高成長を背景とした輸出関連産業の牽引により、平成14年か

ら始まった景気拡大は50ヶ月を超え、いざなぎ景気にならぶものになりました。好調な経済情勢を背景に、平成18

年9月調査での日銀短観における企業のソフトウェア投資額も概ね堅調に推移しています。

　情報サービス産業では、企業のソフトウェア投資額が徐々に回復に向かう中で、ここ数年投資を手控えていた企

業のハードウェア、ソフトウェア投資が顕在化しつつあり、特に金融機関、製造業の積極的な大型ＩＴ投資により、

全般的に事業環境は改善しつつあると考えています。

　当社は、金融分野ではクレジットカード、保険・証券業務、製造業でも家電、建機、化学、医薬業界のシステム

構築を得意としており、この投資の傾向が中期的に当社業績の追い風になるものと見ています。

　さて、当期業績は、売上高が103,034百万円（前年同期比4.9％増）となりました。クレジットカード会社の大型

案件が計画通りに進捗していることから、当社で大幅増収となったほか、クオリカ株式会社でも主要顧客の大型投

資に積極的に対応し増収となりました。

　利益面につきましては、営業利益が3,625百万円（同0.6％増）、経常利益が4,249百万円（同12.4％増）となり

ました。

　当社は、平成19年3月期第1四半期決算発表時(平成18年7月28日)に、平成19年3月期中間期、通期利益の業績見通

しの修正を行いました。修正の原因は、ＡＪＳ株式会社が前年度に発生した不採算プロジェクトの収束に追われ、

営業活動が低調となった結果、計画の未達が予測されたことと、株式会社ユーフィットが、クレジットカード会社

案件の製造、テスト工程における品質確保のため、必要となる要員の追加確保を行った結果、コスト増となること

が予測されたためです。修正発表以後は、ほぼ見通し通りの業績で推移しております。

　中間純利益は1,953百万円（同11.9％減）となりました。

　特別損益につきましては、当社は、平成17年3月にクレジットカード会社向けの運用サービスで使用するソフト

ウェア「クレジットキューブ」を開発し、複数の大型開発案件を受注しました。開発過程を経る中で得たナレッジ

を活用するため、今般「クレジットキューブ」をリニューアルし、さらなる拡販を目指します。そのため、現行版

を一旦廃棄することとしました。従いまして、平成20年3月中間期までに償却を予定していた872百万円を、固定資

産除却損として特別損失に計上しました。

　なお、サービス分野別の概況は以下の通りです。

(1）アウトソーシングサービス分野

売上高は38,570百万円（同7.5％増）となりました。

　当社及びＡＪＳ株式会社で主要顧客向け包括アウトソーシング関連売上が増加したことなどから、前年同期比

増収となりました。

(2）ソフトウェア開発分野

売上高は48,660百万円（同5.8％増）となりました。

　クレジットカード会社の大型案件が当期に開発のピークを迎え、当社及び株式会社ユーフィットで増収となり

ました。

(3）ソリューションサービス（情報機器・ソフトウェアの販売）分野

売上高は13,021百万円(同0.2％増)となりました。全般的なＩＴ関連の投資環境は改善されていますが、ここ

数年の機器の価格低下の影響もあり、微増となりました。
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２．財政状態

　キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

　当中間連結会計期間は、現金及び現金同等物は期首に比べて2,563百万円増加し、27,766百万円となりました。

（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3,745百万円に、資金の増加として、減価償却費4,937百万円、売上債権の減少額7,091

百万円等があった一方、資金の減少として、たな卸資産の増加△2,655百万円、法人税等の支払△2,108百万円な

どがあり、その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは9,514百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

資金の増加として、投資有価証券の売却及び償還による収入3,293百万円などがあった一方、資金の減少とし

て、固定資産の取得による支出△5,258百万円等があり、その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは△3,499

百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

資金の減少として、借入金の純減少△2,284百万円、配当金の支払△943百万円等があったため、財務活動によ

るキャッシュ・フローは△3,446百万円となりました。

　主な指標につきましては、以下のとおりであります。

平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期 平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 44.2 44.7 47.1 43.3 45.9

時価ベースの自己資本比

率（％）
101.3 60.3 70.9 105.0 77.2

債務償還年数（年） － 3.6 3.4 12.0 1.8

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
－ 164.3 142.6 28.1 148.7

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い

※　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。

※　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、利子を払っている全ての負債を対象としてお

ります。

※　平成16年９月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイ

ナスのため記載しておりません。

３．通期の見通し

売上高については、連結子会社の株式会社アグレックスが、本年9月に子会社化したオープンテクノ株式会社の

業績が、中間期以降に加算されることなどから、600百万円の業績見通しの上方修正を行います。

 利益面では、第１四半期に一部子会社の業績不振により、業績見通しの下方修正を行いましたが、問題となった

原因について対策を講じました。修正後、ほぼ見通し通りの業績で推移しておりますので、平成18年7月28日に修

正した業績見通しに変更ありません。

　なお、単体業績についても期初計画通りで変更ありません。　

　平成19年３月期の業績見通しにつきましては、以下の通り見込んでいます。

売上高 210,600 百万円 前期比  0.3 ％増

経常利益 13,200 百万円 前期比 10.0 ％増

当期純利益 6,300 百万円 前期比　6.9 ％増

＊　なお、本項においては将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は中間決算短信提出日（平成18年11月

8日現在）において当社グループが判断したものであり、予期しない経済状況の変化など様々な要因の影響を受

けるため、その結果について当社グループが保証するものではありませんのでご了承ください。
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４．事業などのリスク

　当社の事業の状況、経理の状況等において、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項について、

現時点で想定される主なものを記載いたしました。なお、本項に含まれる将来に関する事項については、平成18年

11月8日現在において判断したものであります。

(1）事業環境について

　我々の予想を越える市場環境の変化、情報サービス産業内部の競合状況などにより、当社の業績や財政状態に

影響を与える可能性があります。

(2）ソフトウェア開発

　ソフトウェア開発にあたっては、原則として請負契約を締結しています。このため、当該契約の受注時に採算

性が見込まれるプロジェクトであっても、進行途中で想定外の仕様変更が発生し、作業工数が当初の見積もり以

上に増加することにより、最終的に案件が不採算化することがあります。当社では複数年にわたるプロジェクト

を受注しており、長期のプロジェクトは環境や技術の変化に応じた諸要件の変更などが発生する場合があり、受

注時に想定した収益計画に影響を及ぼす可能性があります。

(3）アウトソーシングの安定的稼動

　当社の主要サービス分野の一つにアウトソーシングがあり、ソフトウェア開発完成後のシステムの安定稼動も

重要であると考えております。当社は運用上の不具合が発生しないように対策を講じておりますが、システムの

障害によって顧客が要求する水準での安定稼動が実現できなかったときには、業績に直接的な影響を与える可能

性があります。

　また、アウトソーシング事業では、東京都、大阪府、愛知県及び栃木県に設置したデータセンタにおいて24時

間365日ノンストップのアウトソ－シング業務を行っております。データセンタの建物は耐震構造を採用し、自

家発電装置による無停電電源を確保し、防犯設備を完備するなど、想定し得る範囲で万全な設備環境を整備して

おります。しかし、想定を超えた大規模自然災害や国際紛争・テロ及び重大な犯罪行為等により、データセンタ

の円滑な稼動が阻害されるような事態が発生した場合には、財政状態や経営成績に影響を与える可能性がありま

す。

(4）特有の法的規制・取引慣行・経営方針

　インターネット技術の発展により、利用者の利便性が格段に向上した一方、個人情報保護をはじめとしたセ

キュリティ管理が社会全般に厳しく問われるようになっています。情報サービス産業では、顧客の個人情報など

機密情報を取り扱う機会が多く、一層慎重な対応が求められています。当社でも現時点で万全な対策を講じてい

ますが、万が一サイバーテロや、悪意による情報漏洩が発生した場合は業績に影響を与えるだけでなく、当社の

信用に影響を与える可能性があります。

(5）重要な訴訟事件等の発生

　当社は、社会的に信頼される企業グループであるために、有効なコンプライアンス体制の確立に努めておりま

すが、国内外の事業活動の遂行にあたり、法令などに対する違反の有無にかかわらず、何らかの原因で当社及び

その関係者が民事、刑事、労務問題などの関連で訴訟などを提起される可能性があります。これらの訴訟などが

提起されること、またはその結果によって、当社の経営成績及び財政状態などに悪影響を及ぼす可能性がありま

す。

　現在、係争中の案件として、以下のものがあります。株式会社イーシステムより平成17年7月に、先方の主張

する大型協業案件に関して、当社の契約解除を原因とする損害賠償を請求する意思表示がありました。

　当社は、同年7月15日に東京地方裁判所に本件契約解除に基づく損害賠償債務が存在しないことを確認する、

債務不存在確認請求の提訴を行い、株式会社イーシステムは同年8月25日に損害賠償金(464百万円)等反訴請求を

いたしました。

　なお、平成18年9月11日に同裁判所の裁判長の要請により、本件提訴と反訴を一本化し同一の訴訟案件にする

ことになりました。

　現在、本件は東京地方裁判所で係争中であります。
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４. 研究開発活動
　当社および子会社は、中期経営計画「exceed'08」の重点施策の一つである「技術を経営の軸とする」を目標に生

産性向上基盤の一層の充実を図っています。社内のベストプラクティスを「見える化」する仕組みとして開発の全社

標準プロセスを構築し、マネジメント標準とエンジニアリング標準の整備を進めるとともに、新技術、新手法の調

査・検証を継続的に推進し、技術を軸とした取り組みに注力しています。

　また、子会社アイティリサーチ株式会社、TIS R&D Center, Inc.が中心となり全社的な研究課題に取り組むととも

に、中期経営計画「exceed'08」で設定した重点目標に関するマーケティング調査にも注力しています。

(1) 新ＱＭＳの展開と改善

　生産性向上基盤技術を担当する生産技術部では、全社共通の開発標準プロセスを定義し、適用を開始しました。

これにより、一定のプロセスに沿った失敗の少ないプロジェクト推進ができるようになるとともに、この標準プ

ロセスそのものをより良いものに改善してゆく仕組みが整い、継続的な生産性向上に取り組めるようになりまし

た。

　また、生産性向上や改善の基礎となるデータの収集を行い、定量的な評価や判断をする環境を整備しました。

これにより、不採算化防止のための諸施策がより具体的に講じられるようになります。

(2) エンジニアリング標準の整備

　全社の技術基盤を担当する基盤技術センターでは、新技術や新手法の検証などをベースに、当社のシステム開

発や基盤構築、システム運用や業務運用に関わるエンジニアリング標準を定め、主として技術面から生産性と品

質の向上に取り組んでまいりました。当期は、要件定義工程、製造／テスト工程、およびシステム運用設計工程

に重点的に取り組み、標準ガイドやツール等の整備と活用を推進しています。

(3) 新規事業開発

　新規事業の開発は、中期経営計画「exceed'08」の重点施策の一つであります。当社では、有力な新規分野と

して「内部統制」を掲げ、育成及び事業としての確立に注力しています。

　ここ数年の間に、日本の上場会社及び連結子会社は、例外なく日本版ＳＯＸ法対応に向けた内部統制の確立を

求められています。当社は業界内でも先駆けて準備を行い、本分野で定評のあるコンサルティング会社である株

式会社プロティビティジャパンと多角的な協業を進め、内部統制整備のためのトータルソリューションに関する

システムを開発しています。

なお、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、118百万円となっています。
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５．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

対前期末
比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 23,548 25,967 23,266 2,701

２　受取手形及び
売掛金

※６ 44,446 46,711 53,639 △6,927

３　有価証券 2,008 2,509 2,208 301

４　たな卸資産 10,136 9,827 7,172 2,655

５　その他 8,306 8,183 6,708 1,474

６　貸倒引当金 △198 △47 △76 28

流動資産合計 88,248 49.8 93,152 52.4 92,918 49.8 233

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産 ※１  

(1)建物及び構築
物

※
2,3

19,412 18,875 19,060 △185

(2）土地 ※２ 6,749 6,716 6,716 ―

(3）貸与資産 7,566 5,771 6,240 △469

(4）その他 4,295 5,998 5,452 546

有形固定資産
合計

38,024 (21.4) 37,361 (21.0) 37,470 (20.1) △108

２　無形固定資産 9,257 (5.2) 7,082 (4.0) 8,465 (4.5) △1,382

３　投資その他の
資産

 

(1）投資有価証
券

30,451 28,732 36,331 △7,599

(2）その他 11,897 11,982 11,776 206

(3)貸倒引当金 △524 △410 △358 △51

投資その他の
資産合計

41,824 (23.6) 40,304 (22.6) 47,749 (25.6) △7,444

固定資産合計 89,105 50.2 84,748 47.6 93,684 50.2 △8,936

資産合計 177,354 100.0 177,900 100.0 186,603 100.0 △8,702
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

対前期末
比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　支払手形及び
買掛金

15,775 18,198 18,423 △225

２　１年以内償還
予定社債

※２ ― ― 220 △220

３　１年以内償還
予定転換社債

※２ ― 9,999 ― 9,999

４　短期借入金 ※２ 8,797 6,860 7,536 △675

５　賞与引当金 3,408 3,473 3,464 9

６　その他 16,507 16,371 17,611 △1,239

流動負債合計 44,488 25.1 54,904 30.9 47,256 25.3 7,647

Ⅱ　固定負債  

１　社債 7,720 7,500 7,500 ―

２　転換社債 9,999 ― 9,999 △9,999

３　長期借入金 11,846 8,267 9,696 △1,428

４　退職給付引当
金

3,511 3,561 3,510 51

５　役員退職慰労
引当金

927 803 899 △95

６　負ののれん ※５ 1,171 1,488 1,981 △493

７　その他 5,606 5,352 7,504 △2,151

固定負債合計 40,782 23.0 26,974 15.2 41,091 22.0 △14,116

負債合計 85,270 48.1 81,878 46.0 88,347 47.3 △6,468

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 12,846 7.2 ―  12,613 6.8 ―

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 23,079 (13.0) ―  23,084 (12.4) ―

Ⅱ　資本剰余金 22,407 (12.6) ―  22,412 (12.0) ―

Ⅲ　利益剰余金 32,283 (18.2) ―  35,507 (19.0) ―

Ⅳ　土地再評価差額
金

△2,922 (△1.6) ―  △2,922 (△1.6) ―

Ⅴ　その他有価証券
評価差額金

4,559 (2.6) ―  7,643 (4.1) ―

Ⅵ　為替換算調整勘
定

△141 (△0.1) ―  △50 (△0.0) ―

Ⅶ　自己株式 △30 (△0.0) ―  △32 (△0.0) ―

資本合計 79,236 44.7 ―  85,642 45.9 ―

負債、少数株主
持分及び資本合
計

177,354 100.0 ―  186,603 100.0 ―
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年３月31日）

対前期末
比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 ― ― 23,086 13.0 ― ― ―

２　資本剰余金 ― ― 22,414 12.6 ― ― ―

３　利益剰余金 ― ― 36,585 20.5 ― ― ―

４　自己株式 ― ― △33 △0.0 ― ― ―

株主資本合計 ― ― 82,052 46.1 ― ― ―

Ⅱ　評価・換算差額
等

１　その他有価証
券評価差額金

― ― 4,752 2.7 ― ― ―

２　土地再評価差
額金

― ― △2,922 △1.6 ― ― ―

３　為替換算調整
勘定

― ― △32 △0.0 ― ― ―

評価・換算差
額等合計

― ― 1,797 1.1 ― ― ―

Ⅲ　少数株主持分 ― ― 12,171 6.8 ― ― ―

純資産合計 ― ― 96,022 54.0 ― ― ―

負債、純資産合
計

― ― 177,900 100.0 ― ― ―
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 98,210 100.0 103,034 100.0 4,824 209,922 100.0

Ⅱ　売上原価 82,848 84.3 86,949 84.4 4,100 175,009 83.4

売上総利益 15,361 15.7 16,085 15.6 723 34,913 16.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１ 11,758 12.0 12,459 12.1 701 23,345 11.1

営業利益 3,602 3.7 3,625 3.5 22 11,567 5.5

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 19 28 40

２　受取配当金 204 237 325

３　負ののれん償
却額

― 476 ―

４　その他 115 339 0.3 105 847 0.8 507 338 704 0.3

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 65 66 127

２　社債費用 21 3 25

３　持分法による
投資損失

22 46 17

４　その他 52 162 3.9 106 223 0.2 61 106 276 0.1

経常利益 3,780 3.9 4,249 4.1 468 11,995 5.7

Ⅵ　特別利益  

１　投資有価証券
売却益

1,268 666  1,752

２　貸倒引当金戻
入益

3 48  ―

３　その他 16 1,288 1.3 ― 714 0.7 △574 237 1,989 1.0

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産除却
損

※２ 241 1,094  365

２　損害賠償金  ― ―  1,000

３　その他  125 367 0.4 124 1,219 1.2 851 253 1,619 0.8

税金等調整前
中間（当期）
純利益

4,702 4.8 3,745 3.6 △957 12,365 5.9

法人税・住民
税及び事業税

3,167 2,879 △288 4,741

法人税等調整
額

△1,058 2,108 2.1 △1,047 1,831 1.7 △277 1,261 6,002 2.9

少数株主利益
（△）又は損
失

△376 △0.4 39 0.0 337 △469 △0.2

中間（当期）
純利益

2,216 2.3 1,953 1.9 △262 5,892 2.8
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(3) 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 22,406 22,406

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．転換社債の転換による
増資

0 0

２．ストックオプションの
行使による新株式の発
行

― 0 4 5

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

22,407 22,412

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 30,957 30,957

Ⅱ　利益剰余金増加高

中間（当期）純利益 2,216 2,216 5,892 5,892

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 770 1,223

２．取締役賞与 113 113

３．監査役賞与 6 889 6 1,342

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

32,283 35,507
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(4) 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

（百万円）
23,084 22,412 35,507 △32 80,971

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） 1 1 ― ― 3

剰余金の配当（百万円）（注） ― ― △770 ― △770

役員賞与（百万円）（注） ― ― △105 ― △105

中間純利益（百万円） ― ― 1,953 ― 1,953

自己株式の取得（百万円） ― ― ― △1 △1

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）

（百万円）

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
1 1 1,078 △1 1,080

平成18年９月30日　残高

（百万円）
23,086 22,414 36,585 △33 82,052

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価差額
金

為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
7,643 △2,922 △50 4,671 12,613 98,256

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行（百万円） ― ― ― ― ― 3

剰余金の配当（百万円）（注） ― ― ― ― ― △770

役員賞与（百万円）（注） ― ― ― ― ― △105

中間純利益（百万円） ― ― ― ― ― 1,953

自己株式の取得（百万円） ― ― ― ― ― △1

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）

（百万円）

△2,890 ― 17 △2,873 △441 △3,314

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△2,890 ― 17 △2,873 △441 △2,233

平成18年９月30日　残高

（百万円）
4,752 △2,922 △32 1,797 12,171 96,022

 （注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(5) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

１　税金等調整前中間
（当期）純利益

4,702 3,745 △957 12,365

２　減価償却費 5,271 4,937 △334 10,786

３　連結調整勘定償却額 △21 ― 21 △161

４　のれん償却額 ― 361 361 ―

５　負ののれん償却額 ― △476 △476 ―

６　貸倒引当金の増減額 99 23 △76 △188

７　退職給付引当金(前払
年金費用)の増減額

81 47 △34 △510

８　役員退職慰労引当金
の増減額

38 △139 △178 △16

９　受取利息及び受取配
当金

△224 △265 △41 △365

10　支払利息 65 66 1 127

11　持分法による投資損
失

22 46 23 17

12　投資有価証券売却損
益及び評価損益

△1,224 △644 580 △1,703

13　有形・無形固定資産
除売却損益

242 1,095 852 391

14　売上債権の減少額 9,697 7,091 △2,605 506

15　たな卸資産の増減額 △2,522 △2,655 △132 441

16　仕入債務の増減額 △1,969 △225 1,744 679

17　その他 △93 △1,553 △1,459 2,566

小計 14,164 11,453 △2,710 24,935

18　利息及び配当金の受
取額

219 265 46 369

19　利息の支払額 △63 △97 △33 △124

20　法人税等の支払額 △3,525 △2,108 1,417 △6,220

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

10,794 9,514 △1,280 18,960
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

１　定期預金の預入によ
る支出

△350 △406 △55 △579

２　定期預金の払戻によ
る収入

259 375 116 557

３　有形固定資産の取得
による支出

△2,846 △4,091 △1,245 △6,183

４　無形固定資産の取得
による支出

△1,798 △1,165 632 △3,224

５　投資有価証券の取得
による支出

△1,554 △984 569 △2,276

６　投資有価証券の売却
及び償還による収入

1,927 3,293 1,366 2,894

７　連結範囲の変更を伴
う子会社株式の取得
による収入及び支出

△2,587 △264 2,322 △1,986

８　貸付金の回収による
収入

19 3 △15 31

９　その他の投資による
支出

△276 △623 △347 △693

10　その他の投資の回収
による収入

283 417 133 481

11　その他 △34 △52 △16 △299

投資活動による
キャッシュ・フロー

△6,959 △3,499 3,459 △11,277

 

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

１　短期借入金の純減少
額

369 475 106 △436

２　長期借入れによる収
入

300 323 23 520

３　長期借入金の返済に
よる支出

△3,124 △3,084 39 △5,948

４　社債の償還による支
出

△4,994 △220 4,774 △4,994

５　株式発行による収入 ― 3 3 9

６　自己株式の取得によ
る支出

△2 △1 1 △3

７　配当金の支払額 △770 △770 △0 △1,223

８　少数株主への配当金
の支払額

△163 △173 △9 △209

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△8,384 △3,446 4,938 △12,285

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

17 △5 △22 36

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

△4,533 2,563 7,096 △4,566

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

29,770 25,203 △4,566 29,770

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

25,237 27,766 2,529 25,203
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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

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項

連結の範囲に含めた子会社は下記

の24社であります。

１　連結の範囲に関する事項

連結の範囲に含めた子会社は下記

の23社であります。

１　連結の範囲に関する事項

連結の範囲に含めた子会社は下記

の23社であります。

ＴＩＳシステムサービス株式会社

ＴＩＳトータルサービス株式会社

ＴＩＳリース株式会社

東洋ネットワークサービス株式会社

アイティリサーチ株式会社

ＴＩＳソリューションビジネス株式

会社

ＴＩＳコンサルティング株式会社

クオリカ株式会社

株式会社エス・イー・ラボ

株式会社アグレックス

株式会社ランサ・ジャパン

株式会社システムズ・トラスト

株式会社ユーフィット

株式会社システムサポート

株式会社シーエスティ

株式会社シーエスエイ

旭化成情報システム株式会社

株式会社エイ・ジェイ・エス　ソフ

トウェア

TIS R&D Center,Inc

TISI(USA),Inc.

TISI(HK) Ltd.

TISI(上海)Co., Ltd.

TIS North America Inc.

TKSOFT SINGAPORE PTE. Ltd.

なお、旭化成情報システム株式会社

および株式会社エイ・ジェイ・エス

　ソフトウェアは第三者から株式取

得したことによって当中間連結会計

期間より連結子会社となっておりま

す。また、株式会社エル・ディー・

エフは、株式会社エス・イー・ラボ

との合併により連結対象外となって

おります。

ＴＩＳシステムサービス株式会社

ＴＩＳトータルサービス株式会社

ＴＩＳリース株式会社

東洋ネットワークサービス株式会社

アイティリサーチ株式会社

ＴＩＳソリューションビジネス株式

会社

クオリカ株式会社

株式会社エス・イー・ラボ

株式会社アグレックス

株式会社ランサ・ジャパン

株式会社システムズ・トラスト

株式会社ユーフィット

株式会社システムサポート

株式会社シーエスティ

株式会社シーエスエイ

ＡＪＳ株式会社

（旧　旭化成情報システム株式会

社）

株式会社ＡＪＳソフトウェア

（旧　株式会社エイ・ジェイ・エス

　ソフトウェア）

オープンテクノ株式会社

TIS R&D Center,Inc

TISI(USA),Inc.

TISI(上海)Co., Ltd.

TIS North America Inc.

TKSOFT SINGAPORE PTE. Ltd.

なお、オープンテクノ株式会社は第

三者から株式取得したことによって

当中間連結会計期間より連結子会社

となっております。また、ＴＩＳコ

ンサルティング株式会社は、当社と

の合併により連結の範囲から除いて

おります。

ＴＩＳシステムサービス株式会社

ＴＩＳトータルサービス株式会社

ＴＩＳリース株式会社

東洋ネットワークサービス株式会社

アイティリサーチ株式会社

ＴＩＳソリューションビジネス株式

会社

ＴＩＳコンサルティング株式会社

クオリカ株式会社

株式会社エス・イー・ラボ

株式会社ランサ・ジャパン

株式会社アグレックス

株式会社システムズ・トラスト

株式会社ユーフィット

株式会社システムサポート

株式会社シーエスティ

株式会社シーエスエイ

旭化成情報システム株式会社

株式会社エイ・ジェイ・エス　ソフ

トウェア

TIS R&D Center,Inc

TISI(USA),Inc.

TISI(上海)Co., Ltd.

TIS North America Inc.

TKSOFT SINGAPORE PTE. Ltd.

なお、旭化成情報システム株式会社

および株式会社エイ・ジェイ・エス

　ソフトウェアは第三者から株式取

得したことによって当連結会計年度

より連結子会社となっております。

また、株式会社エル・ディー・エフ

は、株式会社エス・イー・ラボとの

合併により、TISI(HK)Ltd.は清算結

了により、連結の範囲から除いてお

ります。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

２　持分法の適用に関する事項

持分法を適用した会社は下記の７

社であります。

２　持分法の適用に関する事項

持分法を適用した会社は下記の10

社であります。

２　持分法の適用に関する事項

持分法を適用した会社は下記の10

社であります。

宏図財務軟件（上海）有限公司

エンコデックス　ジャパン株式会

社

Ｍ＆Ｔシステムオペレーションズ

株式会社

株式会社Ｈｉ－ＨＯブロードバン

ドシステムズ

株式会社イーラボ

ＤＧＴインフォメーションシステ

ムズ

ほんつな株式会社

宏図財務軟件（上海）有限公司

エンコデックス　ジャパン株式会

社

Ｍ＆Ｔシステムオペレーションズ

株式会社

株式会社イーラボ

ＤＧＴインフォメーションシステ

ムズ

ほんつな株式会社

クロノバ株式会社

アルメック株式会社

アプシェ株式会社

メディカル統計株式会社

宏図財務軟件（上海）有限公司

エンコデックス　ジャパン株式会

社

Ｍ＆Ｔシステムオペレーションズ

株式会社

株式会社イーラボ

ＤＧＴインフォメーションシステ

ムズ

ほんつな株式会社

クロノバ株式会社

アルメック株式会社

アプシェ株式会社

メディカル統計株式会社

なお、ほんつな株式会社は新たに

設立されたため、当中間連結会計

期間より持分法を適用しておりま

す。

持分法適用会社のうち、中間決算

日が中間連結決算日と異なる会社

については、各社の中間決算日又

は直近決算日の財務諸表を採用し

ております。

 

持分法適用会社のうち、中間決算

日が中間連結決算日と異なる会社

については、各社の中間決算日又

は直近決算日の財務諸表を採用し

ております。

なお、ほんつな株式会社は設立出

資により、また、クロノバ株式会

社、アルメック株式会社、アプ

シェ株式会社およびメディカル統

計株式会社は第三者から株式を取

得したことによって、当連結会計

年度より持分法を適用しておりま

す。

株式会社Hi-HOブロードバンドシ

ステムズは、全株式を第三者へ譲

渡したため、当連結会計年度末に

おいて、持分法の適用の範囲から

除いております。

持分法適用会社のうち、決算日が

連結決算日と異なる会社について

は、各社の直近決算日の財務諸表

を採用しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

連結子会社のうち、TISI

(USA),Inc.、TIS R&D 

Center,Inc.、TISI(HK) Ltd.、

TISI(上海)Co., Ltd.、TIS 

North America Inc.及びTKSOFT 

SINGAPORE PTE. Ltd.の中間決算

日は６月30日であります。

中間連結財務諸表作成に当たって

は、中間決算日現在の中間財務諸

表を採用しておりますが、中間連

結決算日との間に生じた重要な取

引については連結上必要な調整を

行っております。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

連結子会社のうち、TISI

(USA),Inc.、TIS R&D 

Center,Inc.、TISI(上海)Co., 

Ltd.、TIS North America Inc.及

びTKSOFT SINGAPORE PTE. Ltd.の

中間決算日は６月30日であります。

中間連結財務諸表作成に当たって

は、中間決算日現在の中間財務諸

表を採用しておりますが、中間連

結決算日との間に生じた重要な取

引については連結上必要な調整を

行っております。

また、オープンテクノ株式会社の

中間決算日は３月31日であります。

連結中間決算日と差異が３ヶ月を

超えるため、同社の事業年度末日

である９月30日の財務諸表を採用

しております。

３　連結子会社の事業年度等に関する

事項

連結子会社のうち、TISI

(USA),Inc.、TIS R&D 

Center,Inc.、TISI(上海)Co., 

Ltd.、TIS North America Inc.及

びTKSOFT SINGAPORE PTE. Ltd.の

決算日は12月31日であります。

連結財務諸表作成に当たっては、

決算日現在の財務諸表を採用して

おりますが、連結決算日との間に

生じた重要な取引については連結

上必要な調整を行っております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

(イ）有価証券

満期保有目的の債券

　　─────

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法により算定し

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

(イ）有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算末日の市場価格

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

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

(イ）有価証券

満期保有目的の債券

　　─────

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定しており

ます）

時価のないもの

主として移動平均法によ

る原価法

時価のないもの

主として移動平均法によ

る原価法

時価のないもの

主として移動平均法によ

る原価法

(ロ）たな卸資産

商品

主として先入先出法による

原価法

(ロ）たな卸資産

商品

同左

(ロ）たな卸資産

商品

同左

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

同左

仕掛品

同左

貯蔵品

主として最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

同左

(ハ）デリバティブ

時価法（金利スワップの特例

処理を採用しております。）

(ハ）デリバティブ

時価法（一部連結子会社につ

いては金利スワップの特例処

理を採用しております。）

(ハ）デリバティブ

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(イ）有形固定資産

建物、構築物、車輌運搬具

主として定額法

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(イ）有形固定資産

建物、構築物、車輌運搬具

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(イ）有形固定資産

建物、構築物、車輌運搬具

同左

機械装置、器具備品

主として定率法

機械装置、器具備品

同左

機械装置、器具備品

同左

貸与資産

貸与期間を耐用年数とする

定額法

貸与資産

同左

貸与資産

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ロ）無形固定資産

定額法

ただし、市場販売目的のソフ

トウェアについては、ソフト

ウェアの残高に見積売上高に

対する当期売上の割合を乗じ

た金額と、見積効用年数（３

年）による定額法によって計

算した金額のいずれか多い金

額をもって償却しております。

また自社利用目的のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（３～５

年）に基づく定額法によって

おります。

(ロ）無形固定資産

同左

(ロ）無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権について

は実績繰入率により、貸倒懸

念債権等については、個別貸

倒見積額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

(イ）貸倒引当金

同左

(ロ）賞与引当金

一部連結子会社については、

従業員賞与の支給に充てるた

め、支給見込額を計上してお

ります。

(ロ）賞与引当金

同左

(ロ）賞与引当金

同左

(ハ）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。

数理計算上の差異は、主とし

て、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数（８～18年）による定額

法により、翌期から費用処理

することとしております。

過去勤務債務については、主

としてその発生時に一括処理

しております。

なお、国内連結子会社４社は

退職給付債務の計算にあたり、

簡便法を採用しております。

(ハ）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。

数理計算上の差異は、主とし

て、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法に

より、翌期から費用処理する

こととしております。

過去勤務債務については、主

としてその発生時に一括処理

しております。

なお、国内連結子会社５社は

退職給付債務の計算にあたり、

簡便法を採用しております。

(ハ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当連結会

計年度末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。

数理計算上の差異は、主とし

て、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法に

より、翌期から費用処理する

こととしております。

過去勤務債務については、主

としてその発生時に一括処理

しております。

なお、国内連結子会社４社は

退職給付債務の計算にあたり、

簡便法を採用しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ニ）役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当中間

連結会計期間末要支給額を計

上しております。

(ニ）役員退職慰労引当金

同左

(ニ)役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度末要支

給額を計上しております。

(4）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中間決算

日の直物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。なお、在外

子会社等の換算は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて

おります。

(4）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中間決算

日の直物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。なお、在外

子会社等の換算は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定に含め

ております。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は連結決算

日の直物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。なお在外子

会社等の換算は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、

為替差額は資本の部における為

替換算調整勘定に含めておりま

す。

(5)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、主として通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

(5)重要なリース取引の処理方法

同左

(5)重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

金利スワップについてはヘッ

ジ会計の要件を満たしている

ため特例処理を採用しており

ます。

(6）重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

(イ）ヘッジ会計の方法

同左

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

（ヘッジ対象）

投資有価証券

借入金

（ヘッジ対象）

借入金

(ハ）ヘッジ方針

現在又は将来においてヘッジ

対象となる資産、負債が存在

する場合に限りデリバティブ

取引を利用する方針であり、

短期的な売買差益の獲得や投

機を目的とするデリバティブ

取引は行いません。

(ハ）ヘッジ方針

同左

(ハ）ヘッジ方針

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては特例

処理が認められる条件をすべ

て満たしているため、その判

定をもって有効性の判定に代

えております。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(7）消費税等の会計処理方法

同左

(7）消費税等の会計処理方法

同左

(8）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

中間連結会計期間に係る納付税

額及び法人税等調整額は、当期

において予定している利益処分

によるプログラム等準備金の積

立て及び取崩しを前提として、

当中間連結会計期間に係る金額

を計算しております。

(8）その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

─────

(8）その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

─────

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。

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

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

同左
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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の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 

 

─────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当連結中間会計期間より、「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。従来の資本の部合計に相当する金

額は、83,850百万円であります。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。これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前中間純利益は25

百万円減少しております。

 

─────

 

─────

 （企業結合に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、企業結合

に係る会計基準（「企業結合に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会　平成15年10月31日））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

計基準適用指針第10号平成17年12月27

日）を適用しております。

 

─────

 

─────

 （のれんの償却に関する事項）

　従来、販売費及び一般管理費に計上

された連結調整勘定の償却額と営業外

収益に計上された連結調整勘定の償却

額を相殺表示しておりましたが、中間

連結財務諸表規則の改正に伴い、当中

間連結会計期間より、販売費及び一般

管理費並びに営業外収益にそれぞれ総

額表示しております。これにより営業

利益が361百万円減少しております。

なお、経常利益及び税金等調整前中間

純利益に与える影響はありません。

 

─────
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（有価証券）

　連結子会社１社においては従来、そ

の他有価証券の時価のあるものについ

て、中間決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は部分資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）によっておりましたが、市

場価格変動による損益を損益計算書に

影響させることなくその他有価証券の

評価差額をすべて資本の部に計上する

原則的な方法にすることにより、期間

損益をより適正に反映するため、当中

間連結会計期間より中間決算日の市場

価格等に基づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)に変更いた

しました。これによる損益に与える影

響は軽微であります。

 

 ─────

（有価証券）

　連結子会社１社においては従来、そ

の他有価証券の時価のあるものについ

て、決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は部分資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）によっておりましたが、市場価

格変動による損益を損益計算書に影響

させることなくその他有価証券の評価

差額をすべて資本の部に計上する原則

的な方法にすることにより、期間損益

をより適正に反映するため、当連結会

計年度より決算日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平均法

により算定)に変更いたしました。こ

れによる損益に与える影響は軽微であ

ります。

（連結子会社における売上高の純額表

示）

　連結子会社東洋ネットワークサービ

ス株式会社における通信回線ビリング

サービスでは申請手続・支払事務およ

びデータ還元まで一貫したサービス提

供業務を行っておりますが、近年顧客

環境の変化により新規申請事務等が減

少傾向にあり、支払事務のみを中心と

した事業へ変化したこと、「情報サー

ビス産業における監査上の諸問題につ

いて」（日本公認会計士協会　平成１

７年３月１１日）及び「情報サービス

における財務・会計上の諸問題と対応

のあり方」（経済産業省　平成１７年

８月１１日）に鑑み、当中間連結会計

期間より、従来顧客からの受取代金と

第１種通信事業者に支払う代金を売上

高及び売上原価に総額表示する方法か

ら純額表示する方法へ変更しておりま

す。この変更は、営業活動の成果とし

ての収益を明示し、営業実態をより明

瞭に表すためのものであります。この

結果、従来の方法に比較して売上高及

び売上原価が3,032百万円減少してお

ります。なお、この変更による売上総

利益、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あり

ません。

 

 

 ─────

（連結子会社における売上高の純額表

示）

　連結子会社東洋ネットワークサービ

ス株式会社における通信回線ビリング

サービスでは申請手続・支払事務およ

びデータ還元まで一貫したサービス提

供業務を行っておりますが、近年顧客

環境の変化により新規申請事務等が減

少傾向にあり、支払事務のみを中心と

した事業へ変化したこと、「情報サー

ビス産業における監査上の諸問題につ

いて」（日本公認会計士協会　平成１

７年３月１１日）及び「情報サービス

における財務・会計上の諸問題と対応

のあり方」（経済産業省　平成１７年

８月１１日）に鑑み、当連結会計年度

より、従来顧客からの受取代金と第１

種通信事業者に支払う代金を売上高及

び売上原価に総額表示する方法から純

額表示する方法へ変更しております。

この変更は、営業活動の成果としての

収益を明示し、営業実態をより明瞭に

表すためのものであります。この結果、

従来の方法に比較して売上高及び売上

原価が5,926百万円減少しております。

なお、この変更による売上総利益、営

業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響はありません。
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）  （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」(企業会計審議会　平成14年8月

9日))及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第6号　平成15年10月31日)を適

用しております。

　これによる損益に与える影響は軽微

であります。なお、減損損失累計額に

ついては、改正後の中間連結財務諸表

規則に基づき各資産の金額から直接控

除しております。

───── 　当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準(「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会　平成14年8月9

日))及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用

指針第6号　平成15年10月31日)を適用

しております。

　これによる損益に与える影響は軽微

であります。なお、減損損失累計額に

ついては、改正後の連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除し

ております。
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連結財務諸表に対する注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は41,015

百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は43,610

百万円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は42,484

百万円であります。

※２　担保資産

短期借入金30百万円の担保に供してい

るものは次のとおりであります。

※２　担保資産

短期借入金30百万円の担保に供してい

るものは次のとおりであります。

※２　担保資産

短期借入金30百万円の担保に供してい

るものは次のとおりであります。

建物及び構築物 31百万円

土地 7百万円

投資有価証券 165百万円

建物及び構築物 30百万円

土地 7百万円

投資有価証券 167百万円

建物及び構築物 30百万円

土地  7百万円

投資有価証券    178百万円

※３　圧縮記帳

当中間連結会計期間において、国庫補

助金等の受入れにより、建物及び構築

物について76百万円の圧縮記帳を行い

ました。なお、有形固定資産にかかる

国庫補助金等の受入れによる圧縮記帳

累計額は、建物及び構築物 76百万円で

あります。

※３　圧縮記帳

有形固定資産の取得価額から控除して

いる国庫保証金等による圧縮記帳累計

額は、建物及び構築物 76百万円であり

ます。

※３　圧縮記帳

有形固定資産の取得価額から控除して

いる国庫保証金等による圧縮記帳累計

額は、建物及び構築物 76百万円であり

ます。

４　保証債務

株式会社アグレックスおよびクオリカ

株式会社が従業員の借入金に対し、債

務保証を行っております。

3百万円

４　保証債務

株式会社アグレックスおよびクオリカ

株式会社が従業員の借入金に対し、債

務保証を行っております。

 2百万円

※５　のれん及び負ののれんは、両者を相殺

した差額を固定負債の「負ののれん」

として表示しております。相殺前の金

額は次のとおりであります。

のれん 1,036百万円

負ののれん 2,524百万円

※６　中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、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

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　　   90百万円

４　保証債務

株式会社アグレックスおよびクオリカ

株式会社が従業員の借入金に対し、債

務保証を行っております。

 2百万円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目お

よび金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目お

よび金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目お

よび金額は次のとおりであります。

従業員給与 3,898百万円

賞与 868百万円

減価償却費 327百万円

賞与引当金繰入額 468百万円

退職給付費用 153百万円

従業員給与    3,968百万円

賞与 879百万円

減価償却費 318百万円

のれん償却額 361百万円

賞与引当金繰入額 489百万円

退職給付費用 143百万円

従業員給与 7,891百万円

賞与 2,209百万円

減価償却費 645百万円

賞与引当金繰入額 437百万円

退職給付費用 296百万円

役員退職慰労引当金繰

入額

178百万円

※２　固定資産除却損の内訳 ※２　固定資産除却損の内訳 ※２　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 14百万円

機械装置 116百万円

ソフトウェア 100百万円

その他 9百万円

建物及び構築物 81百万円

機械装置 34百万円

ソフトウェア 960百万円

その他 18百万円

建物    42百万円

機械装置 134百万円

ソフトウェア  158百万円

その他   29百万円
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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（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式 45,324 1 ― 45,325

合計 45,324 1 ― 45,325

自己株式

普通株式 9 0 ― 9

合計 9 0 ― 9

　（注）１　普通株式の発行済株式総数の増加 1千株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

平成13年新株引受権（注）１ 普通株式 367 － 22 344 1,346

平成14年新株予約権（注）２ 普通株式 320 － 9 311 1,109

平成15年新株予約権（注）３ 普通株式 353 － 9 344 946

平成16年新株予約権（注）４ 普通株式 383 － 7 376 1,786

平成17年新株予約権（注）５ 普通株式 388 － 8 379 1,521

合計 － 1,813 － 57 1,755 6,710

　（注）１　平成13年新株引受権の減少は、新株引受権の消却によるものであります。

２　平成14年新株予約権の減少は、権利予約権の消却によるものであります。

３　平成15年新株予約権の減少は、権利予約権の行使および消却によるものであります。

４　平成16年新株予約権の減少は、権利予約権の消却によるものであります。

５　平成17年新株予約権の減少は、権利予約権の消却によるものであります。

６　上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

３．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
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 770 17 平成18年３月31日 平成18年６月24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
（百万円）

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８日

取締役会
普通株式 453 利益剰余金 10 平成18年９月30日 平成18年12月８日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

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

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年９月30日） （平成18年９月30日） （平成18年３月31日）

現金及び預金勘定 23,548百万円

有価証券勘定 2,008百万円

計 25,556百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△319百万円

現金及び現金同等物 25,237百万円

現金及び預金勘定 25,967百万円

有価証券勘定 2,509百万円

計 28,476百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
   △10百万円

取得日から償還日までの期

間が３ヶ月を越える債券等
   △699百万円

現金及び現金同等物 27,766百万円

現金及び預金勘定 23,266百万円

有価証券勘定 2,208百万円

計 25,474百万円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△270百万円

現金及び現金同等物 25,203百万円

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。
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②　有価証券

（前中間連結会計期間末）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 4,054 14,298 10,243

(2)債券

社債 705 705 0

(3)その他 409 682 273

計 5,169 15,686 10,517

３　時価評価されていない主な有価証券

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 11,682

投資事業有限責任組合等への出資持分 2,990

ＭＭＦ等 2,008

計 16,681

（当中間連結会計期間末）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

国債 700 701 1

計 700 701 1

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 4,395 15,457 11,062

(2)債券

社債 402 403 0

計 4,798 15,861 11,062
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３　時価評価されていない主な有価証券

種類 中間連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 11,613

ＭＭＦ等 1,809

投資事業有限責任組合等への出資持分 731

計 14,154

（前連結会計年度末）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２　その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額
（百万円）

差額（百万円）

(1)株式 4,361 20,617 16,256

(2)債券

社債 700 695 △4

計 5,061 21,313 16,251

３　時価評価されていない主な有価証券

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

非上場株式 11,340

投資事業有限責任組合等への出資持分 3,204

ＭＭＦ等 2,208

計 16,753

③　デリバティブ取引

（前中間連結会計期間）

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

（当中間連結会計期間）

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

（前連結会計年度）

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

　当社の企業集団は、顧客のニーズに応じた情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェアの選

定及びこうしたシステムの運用など、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可分の営業形態

でありますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。

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）

　当社の企業集団は、顧客のニーズに応じた情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェアの選

定及びこうしたシステムの運用など、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可分の営業形態

でありますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社の企業集団は、顧客のニーズに応じた情報システムの企画からソフトウェアの開発、ハードウェアの選

定及びこうしたシステムの運用など、情報サービスの総合的な提供を事業内容としており、不可分の営業形態

でありますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略しました。

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）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略しました。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、記載を省略しました。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年９月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。

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）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

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）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,748円69銭

１株当たり中間純利益 48円92銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
45円88銭

１株当たり純資産額 1,850円36銭

１株当たり中間純利益 43円11銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
41円24銭

１株当たり純資産額 1,887円63銭

１株当たり当期純利益 127円73銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
120円67銭

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎

項目
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

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)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

中間連結損益計算書（連結損益計算書）

上の中間（当期）純利益

（百万円）

2,216 1,953 5,892

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
2,216 1,953 5,892

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

（百万円）

利益処分による役員賞与金 ― ― 105

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 105

普通株式の期中平均株式数（千株） 45,312 45,315 45,312

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に用いられた中間（当期）

純利益調整額の主要な内訳（百万円）

支払利息（税額相当額控除後） 11 8 20

社債費用（税額相当額控除後） 12 2 14

中間（当期）純利益調整額（百万円） 24 11 35

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益の算定に用いられた普通株式増加

数の主要な内訳（千株）

転換社債 3,457 2,305 2,882

ストックオプション 78 20 65

普通株式増加数（千株） 3,535 2,325 2,948

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含まれなかった潜在株式の概要

新株引受権　　２銘柄

潜在株式の数

688,900株

新株予約権　　３銘柄

潜在株式の数

1,131,200株

 

新株引受権　　１銘柄

潜在株式の数

       344,700株

新株予約権　　３銘柄

潜在株式の数

         1,066,700株

 

新株引受権　　１銘柄

潜在株式の数

367,500株

新株予約権　　３銘柄

潜在株式の数

1,091,800株
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６．品目別売上高

品目

当中間連結会計期間(A)
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前中間連結会計期間(B)
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

比較増減
(A)－(B)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

対前年同
期増減率
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

アウトソーシング

サービス
38,570 37.4 35,876 36.5 2,693 7.5 72,872 34.7

ソフトウェア開発 48,660 47.2 46,004 46.9 2,656 5.8 106,685 50.8

ソリューション

サービス
13,021 12.7 12,999 13.2 22 0.2 23,939 11.4

その他 2,782 2.7 3,330 3.4 △547 △16.5 6,426 3.1

合計 103,034 100.0 98,210 100.0 4,824 4.9 209,922 100.0

７．受注高及び受注残高

受注高 受注残高

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)

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日)

当中間連結会計期間
(平成18年９月30日)

前中間連結会計期間
(平成17年９月30日)

前連結会計年度
(平成18年３月31日)

ソフトウェア開発

（百万円）
46,280 51,960 108,292 44,093 50,823 46,474

　（注）　アウトソーシングサービスは継続業務でありますので、ソフトウェア開発についてのみ記載しております。
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