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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(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 ％

19年３月期 42,992 13.0 1,207 － 910 － 162 －

18年３月期 38,044 1.8 △1,935 － △1,848 － △3,221 －

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 ％ ％ ％

19年３月期 3 59 － － 0.3 1.4 2.8

18年３月期 △69 74 － － △6.0 △2.7 △5.1

（参考）持分法投資損益 19年３月期 8百万円 18年３月期 △38百万円

(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

19年３月期 65,117 50,841 78.0 1,133 84

18年３月期 66,024 51,582 78.1 1,123 81

（参考）自己資本 19年３月期 50,759百万円　 18年３月期 －百万円

(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

19年３月期 2,552 △2,487 △932 14,301

18年３月期 1,353 △696 △1,062 15,170

２．配当の状況

 １株当たり配当金 配当金総額

(年間)

配当性向

（連結）

純資産配当率

（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
18年３月期 － － － － 0 00 － － －
19年３月期 － － 7 50 7 50 335 208.9 0.7
20年３月期
（予想）

－ － 10 00 10 00 － 34.4 －

 （参考）19年３月期　配当性向（個別）94.7％

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 17,500 △9.1 300 － 300 － 140 － 3 13

通期 40,500 △5.8 2,400 98.8 2,300 152.7 1,300 698.4 29 04
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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

なお、特定子会社の異動はありませんが、子会社の内、２社を連結範囲から除外しております。

詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、23ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 51,895,753株 18年３月期 51,895,753株

②　期末自己株式数 19年３月期 7,127,505株 18年３月期 6,007,661株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(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 ％

19年３月期 34,621 14.3 260 － 281 － 358 －

18年３月期 30,302 0.4 △2,911 － △2,656 － △3,635 －

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

19年３月期 7 92 － －

18年３月期 △78 37 － －

(2）個別財政状態

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

19年３月期 62,987 50,039 79.4 1,117 51

18年３月期 62,459 50,616 81.0 1,103 04

（参考）自己資本 19年３月期 50,028百万円　 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 16,000 4.8 200 － 300 － 160 － 3 57

通期 37,500 8.3 2,000 668.5 2,100 646.6 1,190 231.8 26 58

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、４ページをご参照ください。
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１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　当期における情報サービス産業は、ゆるやかな景気拡大を受けて金融機関をはじめとする企業の活

発な情報化投資が続き、堅調に推移いたしました。しかしながら、短納期、低価格、高品質への要請

の強まりや提案の高度化など、お客さまの厳しいニーズへの対応が求められております。

　このような市場環境の下で当社グループは、中期経営計画にしたがって、公共、金融、産業の各分

野においてターゲットを絞り込むとともに、強い需要がある分野には積極的に人的資源をシフトする

など機動的な事業活動を展開いたしました。一方、グループシナジー効果を勘案し、平成18年6月末に

は技術解析分野に特化した事業を展開していた株式会社エス・イー・エィの所有全株式を売却し、ま

た平成19年3月末には株式会社ＤＡＣＳの所有株式の一部を日立ソフトウェアエンジニアリング株式会

社に売却いたしました。なお、ＤＡＣＳ社とは、日立ソフトグループとしてシナジー効果の発揮に引

き続き努めてまいります。

　さて、当期の業績は、金融機関からのシステム開発受注の増加、地方自治体向け事業の好転、およ

びグループ会社の貢献などにより、売上高は前期比13.0%増の429億92百万円となりました。

　一方、売上原価の改善ならびに販売管理費の抑制に努めたことにより、営業利益は、前期より31億

42百万円改善し12億7百万円、経常利益は、前期より27億59百万円改善し9億10百万円となり、いずれ

も黒字に転換いたしました。特別利益では、前述のＤＡＣＳ社売却益等により9億21百万円を計上し、

特別損失は地方自治体事業においてソフトウェア除却損やたな卸資産処分損が発生するなど11億26百

万円を計上いたしました。これらの結果、当期純利益は1億62百万円となり、計画には届かなかったも

のの、黒字化を達成することができました。

　事業部門別の業績は次のとおりであります。

　情報処理・通信サービス部門は、前期微減の146億86百万円となりました。東京および大阪地区にお

いてデータセンターの整備・強化を実施いたしましたが、業務の稼働計画に遅れが生じたことにより

前期実績には若干届きませんでした。今後は稼働率が向上していくものと考えております。

　ソフトウェア開発部門は、損害保険会社向けシステム再編に伴うソフトウェア開発の増加をはじめ

として、銀行、証券向けなど金融分野全般において堅調に推移いたしました。これらにより売上高は、

前期比25億93百万円増（同22.1%増）の143億17百万円と大きく拡大いたしました。

　一方、システム提供サービス部門は、回復基調に入った地方自治体向け事業において導入作業の増

加や福祉関係の新法施行需要などにより増収に転じました。その結果、前期比21億60百万円増（同

26.8%増）の102億21百万円と大幅に改善いたしました。

　その他システム関連サービスは、前期比3億96百万円増（同11.8%増）の37億67百万円と拡大いたし

ました。
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事 業 部 門 別 売 上 高                                  （単 位 ：百 万 円 ）  

当 連 結 事 業 年 度  

自 平成 18 年 4 月 1 日 

至 平成 19 年 3 月 31 日 

前 連 結 事 業 年 度  

自 平成 17 年 4 月 1 日 

至 平成 18 年 3 月 31 日 

期 別 

 

 

区 分 金 額  構 成 比  金 額  構 成 比  

対 前 年  

増 減 率  

情 報 処 理 ・ 通 信 

サ ー ビ ス 
14,686 

% 

34.1 14,889 
% 

39.1 
% 

△ 1.4 

ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 14,317 33.3 11,724 30.8 22.1 

シ ス テ ム 提 供 

サ ー ビ ス 
10,221 23.8 8,060 21.2 26.8  

そ の 他 シ ス テ ム 

関 連 サ ー ビ ス 
3,767 8.8 3,370 8.9 11.8 

合 計 42,992 100.0 38,044 100.0 13.0 

 

　業種分野別売上高の動向は次のとおりであります。

　地方自治体向け事業を中心とする公共分野の売上高は、前期比42.2%増と大きく拡大し126億12百万

円となりました。これは、主力であるWebRings（注１）の受注回復に伴って導入作業が増加してきた

こと、また、福祉関係の新法施行に備えたシステム需要増などによるものです。しかしながら、過去

に受注した案件の一部で収益回復が遅れており、正常に復するまでにはもう少し時間がかかるものと

判断しております。

　金融分野では、銀行、証券、保険のいずれも堅調に推移いたしました。特に、再編の第二フェーズ

に入ったメガバンク向け、基幹系が拡大した損害保険会社向け、そして旺盛な投資を進める証券会社

向けのソフトウェア開発が貢献いたしました。その結果、売上高は、前期比18.9%増の146億85百万円

となりました。今後も当社グループのお客さまである金融機関の情報化投資は活発に行われるものと

思われます。

　産業分野では、前期にあったサービス業や製造業向けの開発案件が終了した影響があったこと、ま

た、需要の旺盛な金融分野に向けて積極的に人員シフトを実施したことなどにより、前期比6.8%減の

156億94百万円に留まりました。なお、一部業務において手戻りによるたな卸資産評価損2億54百万円

が営業外損失として発生いたしましたが、これにつきましては一過性であり、次期業績に影響はあり

ません。

 

　次期は、景気の持続によって企業業績が堅調に推移するものと見込まれ、情報化投資も活発に行わ

れるものと考えます。当社の主要顧客である複数の金融機関では引き続き旺盛な情報化投資が予定さ

れており受注拡大が見込まれます。一方、地方自治体向け事業は、受注の回復や社内体制の整備によっ

て収益の改善が見込まれます。このような状況を踏まえ、平成20年3月期の業績を次のように予想いた

します。
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【連結】                                                （単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

中 間 期 17,500 (△9.1%) 300 (－%) 300 (－%) 140 (－%) 

通 期 40,500 (△5.8%) 2,400 (98.8%) 2,300 (152.7%) 1,300 (698.4%) 

【個別】＜ご参考＞                                       （単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

中 間 期 16,000 (4.8%) 200 (－%) 300 (－%) 160 (－%) 

通 期 37,500 (8.3%) 2,000 (668.5%) 2,100 (646.6%) 1,190 (231.8%) 

(注)売上高、経常利益、当期純利益のパーセント表示は対前期増減率 

　部門別には、情報処理・通信サービスは、ハウジング、ホスティング、大量出力業務、災害対策か

らフルアウトソーシングまで、当社の総合力を活かしたトータルサービスを展開することでデータセ

ンターの稼働率を高めてまいります。ソフトウェア開発は、引き続き金融機関向け開発を中心に増収

を見込んでおります。この達成には、需要をタイムリーに受け止められる体制作りが不可欠であると

考えます。システム提供サービスでは、地方自治体向け事業の売上高を拡大しつつ原価低減をすすめ

収益の改善を図ります。自治体システムのオープン化は一部の先進団体による試行段階を終え、これ

から本格的な普及が始まります。この需要拡大を追い風に、豊富な導入実績に裏付けされたWebRings

（注１）をより多くのお客さまに採用いただけるよう全力を挙げることが、計画達成の重要なポイン

トになると考えております。

(2）財政状態に関する分析

　当期における財政状態は、総資産が651億17百万円と、前期末に比べ9億7百万円減少いたしました。

ソフトウェア資産の償却を進めたことや、自己株式の取得などが主な要因です。

　流動資産は、295億72百万円と4億45百万円増加いたしました。売掛債権の増加などが主な要因です。

固定資産は、ソフトウェア資産の償却による減少および、当期中に連結対象から外れたＤＡＣＳ社の

影響などにより、13億53百万円減少し、355億44百万円となりました。

　一方、流動負債は、11百万円増の63億62百万円と微増となりました。固定負債は、退職給付債務が

増加したものの前述いたしましたＤＡＣＳ社の影響により、9百万円減の79億12百万円と、微減となっ

ております。

　純資産につきましては、9億9百万円減の508億41百万円となりました。当期におきましても、8億65

百万円の自己株式の取得を引き続き実施しております。

　当期における連結キャッシュ・フローは次のとおりです。

　当期における連結キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが前期より減少した

ものの収入超となり投資活動・財務活動によるキャッシュ・フローを合わせ、現金および現金同等物

（以下、「資金」という）が8億68百万円減少し、143億1百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　売上債権の回収などは順調に推移し、営業活動により得られた資金は25億52百万円となりました。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　関係会社株式の売却による収入があったものの、継続して実施しているソリューションソフト

（注２）への開発投資などにより、投資活動に使用した資金は24億87百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動に使用した資金は9億32百万円となりました。当期における自己株式の取得は8億65百万

円となっております。

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、次のとおりです。

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 

自 己 資 本 比 率(%) 78.7 80.4 78.1 78.0 

時価ﾍﾞｰｽの株主資本比率(%) 63.7 72.2 62.6 52.3 

債 務 償 還 年 数(年) 0.2 0.2 0.2 0.0 

ｲ ﾝ ﾀ ﾚ ｽ ﾄ ･ ｶ ﾊ ﾞ ﾚ ｯ ｼ ﾞ ･ ﾚ ｼ ｵ 1,021.9 151.6 205.8 894.1 

注）自己資本比率：自己資本／総資産、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／営業キャッシュ・フロー、 

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。 

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

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・ 

フローを使用しております。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 

利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、 

連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、収益力向上に向けて企業体質の強化を図りながら、株主の皆さまへの利益還元を充実させ

ていくことが経営の重要課題であると考えております。利益配当につきましては、急速な市場の変化

に対応するため財務基盤の充実を勘案しつつ、安定的な成果配分をおこなうことを基本としておりま

す。

　当期の１株当たりの配当金は、当期末（平成19年6月）に１株当たり7円50銭の復配を予定しており

ます。よって、当期の年間配当金は7円50銭となる予定です。

　次期の１株当たりの配当金は、当期に比べ2円50銭増配し、１株当たりの年間配当額として10円を予

定しております。ただし、中間配当は見送りとし、次期末（平成20年6月）に年間配当額を一括配当す

る予定ですので、何卒ご了承願います。

　一方、当社は従来より株主還元策の一環として自己株式の取得を実施してまいりました。当期は約

112万株、取得金額にして8億65百万円の自己株式を取得いたしました。次期につきましても、当期と

同程度規模の自己株式の取得を実施する予定です。

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のよう

なものがあります。

①価格競争などの市場環境リスク

　当社グループの属する情報サービス産業においては、顧客企業の情報化投資に対する費用対効果要

求の高まり、中国、インド等の海外情報サービス企業の参入などにより価格競争の激化傾向が続いて

おります。一方、ネットワーク、ハードウェア、基本ソフトウェアなど現在使用している技術基盤は、
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情報技術革新により常に陳腐化するリスクを内在しております。これらに対して予想を超える変化が

起きた場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。このような事態

を回避するため、業種業態を絞り込み顧客業務や業界のノウハウを蓄積することでより付加価値の高

いサービスの提供や常に技術革新動向を注視し質の高い技術者の育成に取り組んでおります。 

②開発サービス提供で不採算案件が生じるリスク

　受注ソフトウェア開発及びソフトウェア製品開発などにおいて納期遅延や品質劣化が発生し、その

回復費用により不採算案件が生じるリスクがあります。その発生原因としては、新規領域への参入、

新規技術への取り組み、仕事と技術者スキルの不一致、開発物に対するお客さまや開発者間での認識

不一致、試験不足、ソフトウェア本来の性質のひとつである不完全性の存在などさまざまな要因があ

げられます。これらを回避するために当社では、ISO9001（注３）やCMMI（注４）などの品質基準を導

入するとともに、プロジェクト管理、品質管理の向上と技術者教育に取り組んでおります。 

③運用サービス提供に支障が発生するリスク

　アウトソーシングなど運用サービスにおいて、システムダウンや回線障害が発生し、お客さまの事

業が停止もしくは中断した場合、当社が損害賠償請求を受けるリスクや情報サービス企業として信用

を失墜するリスクがあります。その発生原因としては、災害、ハードウェアの故障、OSやアプリケー

ションソフトウェアの不具合、運用ミス、停電や回線不通、ウィルスの侵入、ハッカーによる攻撃な

どさまざまな要因があげられます。これらを回避するために当社では、ISO9001（注３）の品質基準を

導入するととともに、バックアップ機能の充実・運用ツールの強化等の設備投資、運用管理の向上、

技術者教育などに継続的に取り組んでおります。 

④情報漏洩のリスク

　当社は、運用あるいは開発のためにお客さまから個人や顧客情報を含んだ情報資産をお預かりする

場合があります。それらの情報が漏洩した場合、お客さまから損害賠償請求を受けるリスクや情報サー

ビス企業として信用を失墜するリスクがあります。その発生原因としては、システム設計上または運

用上のセキュリティ対策の不備、不正・犯罪、誤操作・過失、障害・災害などさまざまな要因があげ

られます。これらを回避するために当社では、ISMS（注５）やプライバシーマーク（注６）の認定取

得とともに、ISMS委員会、個人情報保護委員会を設置し責任体制を明確にし、設備、ルール、教育な

ど総合的な対策を実施しております。さらに社外有識者による「アイネス情報セキュリティアドバイ

ザリーボード」を設置し、当社の施策全般についての評価および提言を受けております。
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２．企業集団の状況

　当社の企業集団は、当社及び子会社６社、関連会社１社で構成されております。当グループの事業

に係る位置付けは次のとおりです。

情報処理・通信サービス

　当社の情報処理サービスに付帯する運用等の業務を株式会社アイ・エス・エスに委託しております。株式会社シー・

オー・シーは、デジタル決済の情報処理センター業務を行っており、当社は同社より当該業務システムの運用と管理

を受託しております。株式会社ＳＫサポートサービスは、サーバハウジングを中心とした情報処理サービスを行って

おります。新日本システム・サービス株式会社は、主に石油販売や物販などの民間企業向け、エム・シー・エス株式

会社は主に地方自治体向け情報処理サービスを行っております。

ソフトウェア開発

　新日本システム・サービス株式会社、エム・シー・エス株式会社は、主に民間企業や公団体向けのソフトウェア開

発業務を行っております。

システム提供サービス

　新日本システム・サービス株式会社、エム・シー・エス株式会社は、情報関連機器およびパッケージソフトウェア

の販売を行っております。

その他システム関連サービス

　株式会社ＫＤＳは、主として人材派遣ならびにデータエントリー業務を行っており、当社より当該業務を受託して

おります。株式会社ＩＮＰＭは、地方自治体の業務プロセスに関する調査、研究ならびにコンサルティング業務を行っ

ております。

情報サービス関連事業の系統図は次のとおりであります。
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㈱ＩＮＰＭ 

そ
の
他
シ
ス
テ
ム 

関
連
サ
ー
ビ
ス 

情
報
処
理
・
通
信 

サ

ー

ビ

ス 

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア 

開

発 

シ
ス
テ
ム
提
供 

サ

ー

ビ

ス 

（子会社） 

㈱ＳＫサポートサービス 

 

（子会社） 

㈱ＫＤＳ 

 

お  客  さ  ま 

（子会社） 

㈱アイ・エス・エス 
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注１　株式会社東京海上日動コミュニケーションズは、平成19年3月23日付で同社株式を一部売却したため、

　当社の関連会社に該当しなくなりました。

注２　前期まで当社子会社であった株式会社エス・イー・エィは、平成18年6月29日付で同社株式を全部売却

　したため、当社の子会社から除外いたしました。

注３　前期まで当社子会社であった株式会社ＤＡＣＳは、平成19年3月27日付で同社株式を一部売却したため、

　当社の子会社に該当しなくなりました。
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　情報通信技術は、社会基盤のひとつとしてますますその重要性を高めております。当社グループ

は「創造、愛、自己統合」を社是とし、わが国の情報化推進の一翼を担い、社会の発展に寄与する

ことを使命としております。経営の基本方針として「お客さまと長くお付き合いし、ともに成長す

ること」を掲げ、お客さまの満足度向上と株主の皆さまへの長期的な貢献をめざしております。

(2）目標とする経営指標

 当社グループは、競争力の強化と企業価値の向上を図るには「売上高、営業利益率、１株当たり利

益」の拡大が重要と考えており、これらの指標の向上に継続的に努力してまいります。

　①平成21年3月期において、売上高  450億円（連結）の達成

　②平成21年3月期において、営業利益率 10％（連結）の達成

　③平成21年3月期において、１株当たり利益60円（連結）の達成

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、平成19年度から平成21年度までの3カ年の中期経営計画を策定しております。当

計画では「高収益企業の確立」を基本テーマとし、確実に利益をあげる企業体質を作り上げること

をめざしております。この実現のためには、受託開発・受託運用などの従来ビジネスにおいては安

定的な顧客基盤の拡大に取り組むとともに、WebRings（注１）に代表されるパッケージ型ビジネス

の確立に果敢に挑戦いたします。後者は競争力ある高付加価値事業をめざしており中期経営計画達

成の核となるものと考えております。その他、お客さまのニーズを先取りする提案活動の積極的展

開、受注精度の向上、プロジェクト管理を核とする品質管理体制の強化、技術革新やニーズを捉え

た技術者教育、人材の機動的な配置などの高収益体制作りに取り組んでまいります。

(4）会社の対処すべき課題

　高収益企業に向けた対処すべき課題として次の７つに取り組んでまいります。

 

①選択と集中

　当社グループの強みを活かした選択的マーケティングを展開し、マーケット別のビジネスモデル

を確立し営業基盤を強化する。

②技術基盤と生産基盤の確立

　市場の要求に応える先端技術に積極的に取り組み、当社グループの得意分野における技術・ノウ

ハウを更に向上し、これを「見える化」することにより技術基盤を確立する。受注判定、プロジェ

クト進捗管理および品質管理の体制を強化し、生産基盤を確立する。

③グループ内外との連携による事業基盤の拡大

　当社グループ企業間でのシナジー効果を追求するとともに、戦略パートナーの技術ノウハウを活

用することで事業基盤を拡大する。

④内部統制体制の構築

　当社グループの業務プロセスの見直し・標準化を推進し、信頼性、効率性の高いマネジメントシ

ステムを再構築する。経営の透明化により企業価値の向上をめざす。

⑤情報セキュリティの強化

　情報セキュリティや個人情報保護の更なる徹底を推進し、業界トップ水準の企業をめざす。当社

グループのサービスに対する顧客の信頼を確保する。
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⑥活力ある組織構築と人材育成・活用

　「仕事に厳しく、人に優しい職場づくり」に向け、社内のコミュニケーションを活発化し活力あ

る組織体制を構築する。技術、プロジェクト管理、マネジメントなど高収益企業を支える人材育成

とその機動的な活用を行う。

⑦ＣＳＲの推進

　企業に求められる社会的責任を果たすために、環境保全活動や社会貢献活動などに取り組み、社

会の持続可能な発展に寄与する。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 特筆すべき事項はありません。

【注記：用語解説】

 注１ WebRings（ウェブリングス）

 　　　当社が独自開発したウェブ型の総合行政システムの商標名で、電子自治体を実現するソリューションソフト。電

　　子自治体で必要な業務を、業界に先駆け、すべてウェブコンピューティング技術で構築。電子行政へのスムースな

　　移行はもちろん、従前の汎用機（ホストコンピュータ）やクライアントサーバによる方式に比べ、柔軟性や経済性

　　が飛躍的に向上している。

 注２ ソリューションソフト

 　　　当社が保有する優れたソフトウェア資産およびノウハウを特定の業種・業態向けにパッケージまたはツールとい

　　う形にして商品化したものの独自呼称。これ自体の単純販売は目的にせず、開発から運用までのトータルサービス

　　や問題解決のツールのひとつとして位置付けている。当社のソリューションサービスの中核を担うソフトウェアで

　　ある。

 注３ ISO9001：2000年版

 　　　国際標準化機構（ISO）が定めた品質マネジメントシステムの国際規格。従来のISO9001は主に製造品の「品質保

　　証」を規格するものだったが、2000年版で大きな見直しが行われ、サービス全般に及ぶ「品質向上のための経営管

　　理システム」を規格するものへと強化されている。

 注４ CMMI（シー・エム・エム・アイ）:Capability Maturity Model Integrationの略

 　　　米国カーネギーメロン大学で開発されたソフトウェア開発の能力評価モデルＣＭＭの最新版。ソフトウェア開発

　　の競争力強化や技術力評価手法として注目され、国や自治体システムの入札条件に活用も計画されている。ソフト

　　ウェア品質の国際基準になりつつある。

 注５ ISMS（アイ・エス・エム・エス）:Information Security Management Systemの略

 　　情報セキュリティ管理の国際標準に基づき作られた情報セキュリティマネジメントシステムの適合評価制度で経

　　済産業省から公表された。「情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所認定制度」に替わる新制度で、

　　最新の技術革新に対応している。

 注６ プライバシーマーク

 　　　個人情報保護に関するJIS（JIS Q 15001:2006個人情報保護マネジメントシステム要求事項）基準に適合し、個

　　人情報の取扱いを適切に行うための体制を整備しているかどうかを、財団法人日本情報処理開発協会と指定機関が

　　審査・認定する制度。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

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 9,296 10,299 △1,003

２．受取手形及び売掛金 ※５ 11,185 9,454 1,730

３．有価証券 65 － 65

４．たな卸資産 2,501 2,315 185

５．前払費用 349 413 △64

６．繰延税金資産 1,065 1,482 △416

７．預け金 5,000 5,000 －

８．その他 135 209 △74

９．貸倒引当金 △26 △50 23

（流動資産合計） 29,572 45.4 29,126 44.1 445

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物及び構築物 ※２ 17,403 17,676

減価償却累計額 7,732 9,670 7,695 9,981 △310

(2)工具器具及び備品 4,597 4,834

減価償却累計額 3,229 1,367 3,334 1,500 △132

(3)土地 ※２ 11,101 11,322 △221

（有形固定資産合計） 22,139 34.0 22,804 34.6 △665

２．無形固定資産

(1)ソフトウェア 4,041 5,027 △986

(2)その他 52 74 △21

（無形固定資産合計） 4,094 6.3 5,101 7.7 △1,007

３．投資その他の資産

(1)投資有価証券 ※１ 1,041 911 130

(2)長期前払費用 1,256 636 620

(3)繰延税金資産 5,693 5,956 △262

(4)長期性預金 200 200 －

(5)その他 1,157 1,291 △133

(6)貸倒引当金 △38 △3 △35

（投資その他の資産合計） 9,311 14.3 8,991 13.6 319

（固定資産合計） 35,544 54.6 36,898 55.9 △1,353

資産合計 65,117 100.0 66,024 100.0 △907
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当連結会計年度
（平成19年３月31日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

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．買掛金 2,363 2,449 △86

２．短期借入金 120 120 －

３．１年以内返済予定の
長期借入金

※２ － 66 △66

４．未払費用 1,354 1,150 204

５．未払法人税等 227 296 △69

６．未払消費税等 320 193 126

７．前受金 125 249 △123

８．賞与引当金 1,036 1,113 △77

９．役員賞与引当金 6 － 6

10．その他 808 711 97

（流動負債合計） 6,362 9.8 6,351 9.6 11

Ⅱ　固定負債

１．社債  － 50 △50

２．長期借入金 ※２ － 39 △39

３．退職給付引当金 7,377 6,969 407

４．役員退職慰労引当金 371 301 70

５．その他 163 560 △397

（固定負債合計） 7,912 12.1 7,922 12.0 △9

負債合計 14,275 21.9 14,273 21.6 2
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当連結会計年度
（平成19年３月31日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

〔少数株主持分〕

　少数株主持分 － － 168 0.3 △168

〔資本の部〕

Ⅰ　資本金 ※３ － － 31,457 47.6 △31,457

Ⅱ　資本剰余金 － － 26,237 39.7 △26,237

Ⅲ　利益剰余金 － － △324 △0.5 324

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 － － 148 0.2 △148

Ⅴ　自己株式 ※４ － － △5,937 △9.0 5,937

資本合計 － － 51,582 78.1 △51,582

負債、少数株主持分
及び資本合計

－ － 66,024 100.0 △66,024

〔純資産の部〕  

Ⅰ　株主資本  

１．資本金  31,457 48.3 － － 31,457

２．資本剰余金  24,951 38.3 － － 24,951

３．利益剰余金  1,086 1.7 － － 1,086

４．自己株式  △6,803 △10.4 － － △6,803

（株主資本合計）  50,692 77.9 － － 50,692

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価評価差額金  66 0.1 － － 66

（評価・換算差額等合計）  66 0.1 － － 66

Ⅲ　新株予約権  10 0.0 － － 10

Ⅳ　少数株主持分  71 0.1 － － 71

純資産合計  50,841 78.1 － － 50,841

負債純資産合計  65,117 100.0 － － 65,117
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(2）連結損益計算書

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高 42,992 100.0 38,044 100.0 4,948

Ⅱ　売上原価 37,186 86.5 35,224 92.6 1,961

売上総利益 5,806 13.5 2,819 7.4 2,986

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※１
※２

4,598 10.7 4,755 12.5 △156

営業利益又は営業損失（△） 1,207 2.8 △1,935 △5.1 3,142

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 33 164 △131

２．受取配当金 10 61 △50

３．不動産賃貸収入 47 36 10

４．保険配当金 16 － 16

５．持分法による投資利益 8 － 8

６．その他 39 39 0

営業外収益合計 155 0.4 302 0.8 △146

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 2 6 △3

２．出資金運用費用 3 22 △18

３．持分法による投資損失 － 38 △38

４．不動産賃貸費用 129 64 64

５．固定資産維持費用 48 72 △24

６．たな卸資産評価損 254 － 254

７．その他 15 11 3

営業外費用合計 452 1.1 215 0.6 237

経常利益又は経常損失（△） 910 2.1 △1,848 △4.9 2,759
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当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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）

対前年比

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)

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 113 1,006 △893

２．関係会社株式売却益 771 － 771

３．貸倒引当金戻入益 － 0 0

４．その他 36 11 24

特別利益合計 921 2.1 1,018 2.7 △97

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※３ 23 68 △44

２．投資有価証券売却損 4 24 △19

３．投資有価証券評価損 28 65 △37

４．会員権評価損 － 6 △6

５．ソフトウェア除却損  399 2,097 △1,697

６．たな卸資産処分損  556 2,110 △1,554

７．その他 113 56 57

特別損失合計 1,126 2.6 4,429 11.6 △3,302

税金等調整前当期純利益
又は当期純損失（△）

704 1.6 △5,259
△

13.8
5,964

法人税、住民税及び事業税 420 402 18

法人税等調整額 116 △2,434 2,550

 536 1.2 △2,032 △5.3 2,569

少数株主利益又は
少数株主損失（△）

5 0.0 △5 △0.0 10

当期純利益又は
当期純損失（△）

162 0.4 △3,221 △8.5 3,384
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

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）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高  26,237

Ⅱ　資本剰余金減少高

１．自己株式処分差損 ― ―

Ⅲ　資本剰余金期末残高 26,237

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高  3,142

Ⅱ　利益剰余金減少高

１．当期純損失 3,221

２．配当金 233

３．役員賞与 11 3,466

Ⅲ　利益剰余金期末残高 △324
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

31,457 26,237 △324 △5,937 51,433

連結会計年度中の変動額

資本剰余金から利益剰余金への
振替額（注１）

 △1,286 1,286  －

役員賞与（注２）   △12  △12

当期純利益   162  162

自己株式の取得    △865 △865

連結除外に伴う剰余金減少高   △25  △25

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ △1,286 1,411 △865 △740

平成19年３月31日　残高
（百万円）

31,457 24,951 1,086 △6,803 50,692

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 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
（百万円）

148 148 － 168 51,751

連結会計年度中の変動額

資本剰余金から利益剰余金への
振替額（注１）

    －

役員賞与（注２）     △12

当期純利益     162

自己株式の取得     △865

連結除外に伴う剰余金減少高     △25

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△81 △81 10 △97 △168

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△81 △81 10 △97 △909

平成19年３月31日　残高
（百万円）

66 66 10 71 50,841

 （注）１．平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。

２．連結子会社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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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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）

Ⅰ　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
又は当期純損失（△）

704 △5,259

減価償却費 4,326 4,241

賞与引当金の増減額 3 △8

役員賞与引当金の増減額 6 ―

退職給付引当金の増減額 447 266

役員退職慰労引当金の増減額 70 △76

受取利息及び配当金 △44 △226

支払利息 2 6

持分法による投資損益 △8 38

関係会社株式売却益 △771 ―

出資金運用費用 3 22

投資有価証券売却損益 △108 △982

固定資産除却損 23 68

投資有価証券評価損 28 65

会員権評価損 ― 6

ソフトウェア除却損 399 2,097

たな卸資産処分損 556 2,110

売上債権の増減額 △2,756 △663

たな卸資産の増減額 △836 △1,678

その他の営業資産の増減額 52 429

仕入債務の増減額 446 314

その他の営業負債の増減額 394 31

役員賞与の支払額 △12 △11

その他 42 497

小計 2,972 1,289

利息及び配当金の受取額 36 226

利息の支払額 △2 △6

法人税等の還付額 ― 216

法人税等の支払額 △454 △372

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,552 1,353
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当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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）

Ⅱ　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純増減額 △79 △21

長期性預金預入による支出 ― △200

有形固定資産の取得による支出 △902 △1,124

無形固定資産の取得による支出 △2,424 △2,644

長期前払費用の支出 △960 △321

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の取得による支出

― △100

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の売却による支出

△55 ―

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の売却による収入

2,104 ―

投資有価証券の取得による支出 △470 △154

投資有価証券の売却による収入 248 3,788

貸付金の純増減額 5 0

その他 47 80

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,487 △696

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

社債発行による収入 ― 50

長期借入金の返済による支出 △60 △198

配当金の支払額 △3 △235

自己株式（金庫株）買取による支出 △865 △677

ストック・オプションの行使による収入 ― 0

その他 △3 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △932 △1,062

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △868 △405

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 15,170 15,575

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 14,301 15,170
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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 　子会社６社はすべて連結されております。

　連結子会社名は㈱ＫＤＳ、㈱アイ・エ

ス・エス、㈱シー・オー・シー、㈱ＩＮＰ

Ｍ、㈱ＳＫサポートサービス、新日本シス

テム・サービス㈱であります。

　前連結会計年度まで子会社であった、㈱

エス・イー・エィは平成18年６月29日に保

有する全株式を売却したため、また、㈱Ｄ

ＡＣＳは平成19年３月27日に保有する株式

の一部を売却したため、それぞれ子会社に

該当しなくなりました。

　子会社８社はすべて連結されております。

　連結子会社名は㈱ＫＤＳ、㈱エス・

イー・エィ、㈱アイ・エス・エス、㈱

シー・オー・シー、㈱ＩＮＰＭ、㈱ＤＡＣ

Ｓ、㈱ＳＫサポートサービス、新日本シス

テム・サービス㈱であります。

　新日本システム・サービス㈱については、

当連結会計年度において新たに株式を取得

したことにより当連結会計年度より連結の

範囲に含めることといたしました。

　㈱ＤＡＩＣＯＭは、平成17年４月１日に

㈱ＤＡＣＳに吸収合併されたため、連結の

範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事項 　持分法を適用した関連会社は１社、エ

ム・シー・エス㈱であります。また、持分

法を適用していない関連会社はありませ

ん。

　前連結会計年度まで、関連会社であっ

た ㈱東京海上日動コミュニケーションズ

は、平成19年３月23日に保有する株式の一

部を売却したため、関連会社に該当しなく

なりました。

　持分法を適用した関連会社は１社、エ

ム・シー・エス㈱であります。エム・

シー・エス㈱については、当連結会計年度

において新たに株式を取得したことにより

当連結会計年度より持分法を適用しており

ます。

　関連会社 ㈱東京海上日動コミュニケー

ションズに対する投資額については、当期

純損益及び利益剰余金等のうち持分に見合

う額の合計額が、当社の当期純損益、連結

子会社の当期純損益及び利益剰余金等のう

ち持分に見合う額の合計額に対し、いずれ

も重要性が乏しいため持分法を適用せず、

原価法により評価しております。

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

　すべての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。

同左
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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

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）

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）

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 ②　たな卸資産

仕掛品 個別法による原価法

貯蔵品 最終仕入原価法

仕掛品 同左

貯蔵品 同左

(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

ａ．総合研究所・赤坂本社事務所・高

津事業所・幕張事業所の建物及び

子会社の建物の一部

定額法

①　有形固定資産

ａ．総合研究所・赤坂本社事務所・高

津事業所・幕張事業所の建物及び

子会社の建物の一部

同左

ｂ．特定の契約に基づく専用設備

 定額法 

 ────── 

ｃ．その他の有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

ｂ．その他の有形固定資産

同左

建物及び構築物 ５～63年

工具器具及び備品 ４～20年

②　無形固定資産

ａ．自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

②　無形固定資産

ａ．自社利用のソフトウェア

同左

ｂ．市場販売目的のソフトウェア

　見込販売本数に基づく償却額と

残存有効期間に基づく均等配分額

のいずれか大きい額。

　見込有効期間は３年以内であり

ます。

ｂ．市場販売目的のソフトウェア

同左

ｃ．その他の無形固定資産

定額法

ｃ．その他の無形固定資産

同左

③　少額減価償却資産

　取得価額が10万円以上20万円未満

の資産については、３年均等償却

③　少額減価償却資産

同左

④　長期前払費用

定額法

④　長期前払費用

同左
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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）重要な引当金の計上基準 ①　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

　従業員の賞与の支出に備えるため、

翌期の賞与支給見込額のうち当期に帰

属する部分の金額（実際支給見込基準）

を計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　役員賞与引当金

 役員賞与の支出に備えるため、当連結

会計年度における支給見込額に基づき

計上しております。

（会計処理の変更）

　当連結会計年度より、「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

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

６百万円減少しております。

────── 

④　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、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、

按分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとしてお

ります。

③　退職給付引当金

同左

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

④　役員退職慰労引当金

同左

(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。

同左

(5）その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理

　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

同左
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項目
当連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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）

５．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

６．連結調整勘定の償却に

関する事項

────── 　連結調整勘定の償却については、10年

間の均等償却を行っております。また発

生金額が僅少な場合は発生年度に全額償

却しております。

７．利益処分項目等の取扱いに

関する事項

────── 　連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成されております。

８．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。

同左

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

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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等）

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の

一部改正）

　当連結会計年度より、「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）並びに改正後の「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準」（企業会計基準第１号　最終

改正平成18年８月11日）及び「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第２号　最終改正平成18年８月11日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は50,759

百万円であります。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度におけ

る連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により作成

しております。

────── 

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）

を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益は、それぞれ10百万円減少しております。

────── 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

固定資産：投資有価証券 119百万円 固定資産：投資有価証券 141百万円

※２　　　　　　　　────── ※２　担保に供している資産

建物及び構築物 124百万円

土地 150 

合計 274

────── 　上記物件について、１年以内返済予定の長期借入金

60百万円、長期借入金30百万円の担保に供しておりま

す。

※３　　　　　　　　────── ※３　当社の発行済株式総数は普通株式51,895,753株であ

ります。

※４　　　　　　　　────── ※４　当社が保有する自己株式の数は、普通株式6,007,661

株であります。

※５　連結会計年度末日満期手形　

　連結会計年度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をしております。なお、

当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。

受取手形 0百万円

※５　　　　　　　　──────

（連結損益計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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うち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うち主要な費目および金額

は次のとおりであります。

給与・賞与・手当 1,981百万円

賞与引当金繰入額 197

退職給付費用 173

福利厚生費 347

研究開発費 200

営業支援費 142

給与・賞与・手当 2,098百万円

賞与引当金繰入額 163

退職給付費用 130

福利厚生費 348

研究開発費 193

営業支援費 206

※２　研究開発費の総額　　　　　　　　　　200百万円 ※２　研究開発費の総額　　　　　　　　　  193百万円

　当期製造費用に含まれている研究開発費はありませ

ん。

　当期製造費用に含まれている研究開発費はありませ

ん。

※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 4百万円

工具器具及び備品 19

計 23

※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 3百万円

工具器具及び備品 65

計 68
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度末
株式数（千株）

発行済株式

普通株式 51,895 － － 51,895

合計 51,895 － － 51,895

自己株式

普通株式 6,007 1,119 － 7,127

合計 6,007 1,119 － 7,127

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,119千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,114千株、単元

未満株式の買取りによる増加4千株であります。

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） 
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプション

としての新株予約権
－ － － － － 10

合計 － － － － － 10

 （注）上表の新株予約権は、当連結会計年度末現在、権利行使可能なものはありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（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19年６月26日

定時株主総会
普通株式 335  利益剰余金 7.5 平成19年３月31日 平成19年６月27日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31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　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

※１　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19年３月31日現在）

（百万円）

（平成18年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 9,296

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等
△59

預け金 5,000

ＭＭＦ 65

現金及び現金同等物 14,301

現金及び預金勘定 10,299

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等
△129

預け金 5,000

現金及び現金同等物 15,170

　２　当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳

(株)エス・イー・エィ

　　　　　　　　　　　（平成18年３月31日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

　２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

新日本システム・サービス(株)

　　　　　　　　　　　（平成17年９月30日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

流動資産 246

固定資産 24

流動負債 △144

固定負債 △66

少数株主持分 △0

関係会社株式売却益 0

(株)エス・イー・エィの

売却価額（総額）
60

(株)エス・イー・エィの

現金及び現金同等物
△115

差引：(株)エス・イー・エィ売

却による支出
55

流動資産 634

固定資産 129

連結調整勘定 26

流動負債 △215

固定負債 △36

少数株主持分 △51

新日本システム・サービス(株)

の取得価額
486

新日本システム・サービス(株)

の現金及び現金同等物
△386

差引：新日本システム・サービ

ス(株)取得のための支出
100

(株)ＤＡＣＳ

　　　　　　　　　　　（平成19年３月31日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円）

流動資産 1,966

固定資産 959

流動負債 △583

固定負債 △394

少数株主持分 △97

投資有価証券 △72

利益剰余金 △25

関係会社株式売却益 766

(株)ＤＡＣＳの

売却価額（総額）
2,519

(株)ＤＡＣＳの

現金及び現金同等物
△415

差引：(株)ＤＡＣＳ売却による

収入
2,104
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（開示の省略）

 リース取引、有価証券、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計に関する注記事項については、決算短信に

おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

　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）及び当連結会計年度（自　平成18年４月１日

　至　平成19年３月31日）

　当社グループではデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、当連結グループの情報サービス業の売上高、営業損失及び資産

の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、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。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

　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）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の
内容
又は
職業

議決権等の
所有

(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の
関係

その他の

関係会社

日立ソフ

トウェア

エンジニ

アリング

(株)

東京都

品川区
34,182

ソフト

ウェアの

開発・販

売

(被所有)

直接23.1

兼任

２人

システム

提供サー

ビス、情

報機器等

の仕入

システム

提供サー

ビス他

245 売掛金 43

その他の

関係会社

の親会社

(株)日立

製作所

東京都

千代田区
282,033

電気機械

器具の製

造・販売

(被所有)

間接23.1

兼任

１人

情報機器

等の仕入

資金の寄

託

5,000

5

預け金

受取利息

5,000

－

　議決権等の被所有割合の間接は、日立ソフトウェアエンジニアリング㈱であります。

（注）１.取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の寄託の利率については、市場金利を勘案し、一般の取引条件と同様に決定しております。

２.上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、預け金以外の期末残高には消費税等を含んでおります。

　当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の

名称
住所

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の
内容
又は
職業

議決権等の
所有

(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上の
関係

その他の

関係会社

日立ソフ

トウェア

エンジニ

アリング

(株)

東京都

品川区
34,182

ソフト

ウェアの

開発・販

売

(被所有)

直接23.8

兼任

１人

システム

提供サー

ビス、情

報機器等

の仕入

システム

提供サー

ビス他

170 売掛金 28

その他の

関係会社

の親会社

(株)日立

製作所

東京都

千代田区
282,033

電気機械

器具の製

造・販売

(被所有)

間接23.8
－

情報機器

等の仕入

資金の寄

託

5,000

22

預け金

受取利息

5,000

－

　議決権等の被所有割合の間接は、日立ソフトウェアエンジニアリング㈱であります。

（注）１.取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の寄託の利率については、市場金利を勘案し、一般の取引条件と同様に決定しております。

２.上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、預け金以外の期末残高には消費税等を含んでおります。
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（１株当たり情報）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31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 1,133.84円

１株当たり当期純利益金額 3.59円

　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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

１株当たり純資産額 1,123.81円

１株当たり当期純損失金額 69.74円

　なお、潜在株式調整後１株当たり純利益金額については、

潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失あるため

記載しておりません。

　（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。

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31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)

当期純利益又は当期純損失（△）

（百万円）
162 △3,221

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 13

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (13)

普通株式に係る当期純利益又は

当期純損失（△）（百万円）
162 △3,234

期中平均株式数（千株） 45,314 46,382

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権５種類（新株予約権の数

3,422個）

新株予約権４種類（新株予約権の

数2,648個）及び旧商法第210条ノ

２の規定に基づく自己株式取得方

式によるストックオプション１種

類（目的となる株式の数75,000株）

（重要な後発事象）

　平成19年４月25日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議いたしました。

 １．消却する株式の種類　　普通株式

 ２．消却する株式の数　　　1,895,753株（消却前の発行済株式総数の3.65%）

 ３．消却の予定日　　　　　平成19年５月15日

 ・消却後の発行済株式総数　　50,000,000株
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第45期

（平成19年３月31日）

第44期

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記

番号
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 7,890 7,616 273

２．受取手形 18 163 △144

３．売掛金 ※２ 10,328 8,088 2,240

４．有価証券 65 － 65

５．仕掛品 2,401 2,110 291

６．貯蔵品 56 58 △2

７．前払費用 326 339 △12

８．繰延税金資産 973 973 △0

９．預け金 ※２ 5,000 5,000 －

10．その他 134 243 △108

11．貸倒引当金 △25 △45 20

（流動資産合計） 27,169 43.1 24,546 39.3 2,622

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

（1）建物 16,170 15,858

減価償却累計額 7,154 9,016 6,741 9,117 △100

（2）構築物 253 256

減価償却累計額 187 65 185 70 △4

（3）工具器具及び備品 4,303 4,213

減価償却累計額 2,996 1,307 2,827 1,385 △78

（4）土地 10,436 10,507 △71

（有形固定資産合計） 20,825 33.1 21,081 33.7 △255

２．無形固定資産

（1）電話加入権 22 22 －

（2）電信電話専用施設
利用権

13 17 △4

（3）ソフトウェア 3,990 4,939 △949

（4）その他 2 3 △0

（無形固定資産合計） 4,028 6.4 4,982 8.0 △954
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第45期

（平成19年３月31日）

第44期

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減

(百万円)

３．投資その他の資産

（1）投資有価証券 910 727 183

（2）関係会社株式 1,506 2,975 △1,468

（3）破産更生債権等 38 3 35

（4）長期前払費用 1,256 636 620

（5）繰延税金資産 5,511 5,613 △102

（6）敷金及び保証金 ※２ 1,111 1,150 △39

（7）長期貸付金 21 54 △33

（8）施設利用会員権 107 118 △11

 （9）その他 537 571 △34

 （10）貸倒引当金 △38 △3 △35

（投資その他の資産合計） 10,963 17.4 11,848 19.0 △884

（固定資産合計） 35,817 56.9 37,912 60.7 △2,094

資産合計 62,987 100.0 62,459 100.0 528

〔負債の部〕

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※２ 2,272 2,080 191

２．未払金 463 377 85

３．未払費用 ※２ 1,209 986 223

４．未払法人税等 95 59 36

５．未払消費税等 285 134 150

６．前受金 125 162 △37

７．預り金 195 197 △1

８．賞与引当金 867 850 17

９．その他 39 40 △1

（流動負債合計） 5,555 8.8 4,891 7.9 664

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 6,969 6,553 416

２．役員退職慰労引当金 259 198 60

３．その他 163 199 △36

（固定負債合計） 7,392 11.8 6,951 11.1 440

負債合計 12,947 20.6 11,842 19.0 1,104
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第45期

（平成19年３月31日）

第44期

（平成18年３月31日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減

(百万円)

〔資本の部〕

Ⅰ　資本金 ※１ － － 31,457 50.3 △31,457

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 － 7,864 △7,864

２．その他資本剰余金

　資本準備金減少差益 － 18,373 △18,373

資本剰余金合計 － － 26,237 42.0 △26,237

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金

(1) プログラム等準備金 － 106 △106

(2) 別途積立金 － 1,500 △1,500

２．当期未処理損失 － 2,893 △2,893

利益剰余金合計 － － △1,286 △2.0 1,286

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 － － 144 0.2 △144

Ⅴ　自己株式 ※３ － － △5,937 △9.5 5,937

資本合計 － － 50,616 81.0 △50,616

負債資本合計 － － 62,459 100.0 △62,459

〔純資産の部〕

Ⅰ　株主資本

１．資本金  31,457 49.9 － － 31,457

２．資本剰余金

(1）資本準備金  7,864 － 7,864

(2）その他資本剰余金  17,086 － 17,086

（資本剰余金合計）  24,951 39.6 － － 24,951

３．利益剰余金

(1）その他利益剰余金

繰越利益剰余金  358 － 358

（利益剰余金合計）  358 0.6 － － 358

４．自己株式  △6,803 △10.8 － － △6,803

（株主資本合計）  49,964 79.3 － － 49,964

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差額金  64 0.1 － － 64

（評価・換算差額等合計）  64 0.1 － － 64

Ⅲ　新株予約権  10 0.0 － － 10

純資産合計  50,039 79.4 － － 50,039

負債純資産合計  62,987 100.0 － － 62,987
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(2）損益計算書

第45期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第44期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

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)

Ⅰ　売上高 34,621 100.0 30,302 100.0 4,318

Ⅱ　売上原価 30,785 88.9 29,456 97.2 1,329

売上総利益 3,835 11.1 846 2.8 2,988

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,575 10.3 3,758 12.4 △183

営業利益又は営業損失（△） 260 0.8 △2,911 △9.6 3,172

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 31 6 24

２．有価証券利息 0 158 △158

３．受取配当金 ※３ 240 138 102

４．不動産賃貸収入 ※３ 154 87 66

５．その他 35 28 6

営業外収益合計 462 1.3 420 1.4 42

Ⅴ　営業外費用

１．出資金運用費用 3 22 △18

２．不動産賃貸費用 ※３ 129 64 64

３．固定資産維持費用  48 72 △24

４．たな卸資産評価損  254 － 254

５．その他 6 5 1

営業外費用合計 441 1.3 164 0.6 276

経常利益又は経常損失（△） 281 0.8 △2,656 △8.8 2,937

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 32 1,006 △974

２．関係会社株式売却益 1,222 － 1,222

３．その他 34  10  24

特別利益合計 1,290 3.7 1,017 3.4 272

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 21 63 △41

２．投資有価証券売却損 4 24 △19

３．関係会社株式売却損 10 － 10

４．投資有価証券評価損 28 65 △37

５．会員権評価損 － 6 △6

６．ソフトウェア除却損  399 2,097 △1,697

７．たな卸資産処分損  556 2,110 △1,554

８．その他 3 46 △43

特別損失合計 1,023 2.9 4,414 14.6 △3,391

税引前当期純利益
又は当期純損失（△）

548 1.6 △6,053 △20.0 6,601

法人税、住民税及び事業税 32 26 6

法人税等調整額 157 189 0.6 △2,444 △2,418 △8.0 2,602

当期純利益
又は当期純損失（△）

358 1.0 △3,635 △12.0 3,993

前期繰越利益 － 742 △742

当期未処理損失 － 2,893 △2,893
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(3）損失処理計算書及び株主資本等変動計算書

損失処理計算書 

第44期
（株主総会承認日
平成18年６月23日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

（当期未処理損失の処理）

Ⅰ　当期未処理損失 2,893

Ⅱ　損失処理額

１．任意積立金取崩額

　プログラム等準備金取崩額 106

　別途積立金取崩額 1,500

２．その他資本剰余金からの振替額 1,286 2,893

Ⅲ　次期繰越損失 －

（その他資本剰余金の処分）

Ⅰ　その他資本剰余金 18,373

Ⅱ　その他資本剰余金処分額

１．利益剰余金への振替額 1,286 1,286

Ⅲ　その他資本剰余金次期繰越額 17,086
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株主資本等変動計算書

第45期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

プログラム
等準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

31,457 7,864 18,373 26,237 106 1,500 △2,893 △1,286 △5,937 50,471

事業年度中の変動額

その他資本剰余金から
繰越利益剰余金への振替額
（注）

  △1,286 △1,286   1,286 1,286  －

プログラム等準備金取崩額
（注）

    △106  106 －  －

別途積立金取崩額（注）      △1,500 1,500 －  －

当期純利益       358 358  358

自己株式の取得         △865 △865

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額
（純額）

         －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － △1,286 △1,286 △106 △1,500 3,251 1,644 △865 △507

平成19年３月31日　残高
（百万円）

31,457 7,864 17,086 24,951 － － 358 358 △6,803 49,964

評価・換算差額等

新株予約権 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
（百万円）

144 144 － 50,616

事業年度中の変動額

その他資本剰余金から
繰越利益剰余金への振替額
（注）

   －

プログラム等準備金取崩額
（注）

   －

別途積立金取崩額（注）    －

当期純利益    358

自己株式の取得    △865

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△80 △80 10 △69

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△80 △80 10 △576

平成19年３月31日　残高
（百万円）

64 64 10 50,039

 （注）平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。
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重要な会計方針

項目
第45期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第44期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

①　時価のあるもの

　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）

(2）その他有価証券

①　時価のあるもの

　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）

②　時価のないもの

　移動平均法による原価法

②　時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法

(1）仕掛品

　個別法による原価法

(1）仕掛品

同左

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産

①　総合研究所・赤坂本社事務所・高津

事業所及び幕張事業所の建物

　定額法

(1）有形固定資産

①　総合研究所・赤坂本社事務所・高津

事業所及び幕張事業所の建物

同左

②　特定の契約に基づく専用設備

　定額法

  ──────

③　その他の有形固定資産

　定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　　５～63年

工具器具及び備品　　　４～20年

②　その他の有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

①　自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法

(2）無形固定資産

①　自社利用のソフトウェア

同左

②　市場販売目的のソフトウェア

　見込販売本数に基づく償却額と残存

有効期間に基づく均等配分額のいずれ

か大きい額。

　見込有効期間は３年以内であります。

②　市場販売目的のソフトウェア

同左

③　その他の無形固定資産

　定額法

③　その他の無形固定資産

同左

(3）少額減価償却資産

　取得価額が10万円以上20万円未満の資

産については、３年均等償却

(3）少額減価償却資産

同左

(4）長期前払費用

　定額法

(4）長期前払費用

同左
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項目
第45期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第44期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

４．引当金の計上基準 (1）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

　従業員の賞与の支出に備えるため、翌

事業年度の賞与支給見込額のうち当期に

帰属する部分の金額（実際支給見込基

準）を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、当事業

年度における支給見込額に基づき計上し

ております。

（会計処理の変更）

　当事業年度より、「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。

　なお、これによる影響はありません。

 ──────

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業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、当事業年度末に

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、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按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。

(3）退職給付引当金

　同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(4）役員退職慰労引当金

同左

５．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。

同左

６．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理方法

　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方法

同左
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財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

前事業年度
（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等）

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の

一部改正）

　当事業年度より、「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）並びに改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」（企業会計基準第１号　最終改正平成

18年8月11日）及び「自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２号

　最終改正平成18年8月11日）を適用しております。これに

よる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は50,028

百万円であります。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財務

諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しております。

────── 

（ストック・オプション等に関する会計基準）

　当事業年度より、「ストック・オプション等に関する会

計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）及び

「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）を適

用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、

それぞれ10百万円減少しております。

────── 
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注記事項

（貸借対照表関係）

第45期（平成19年３月31日） 第44期（平成18年３月31日）

※１　　　　　　　　────── ※１．会社が発行する株式の総数

普通株式 175,477,400株

発行済株式総数

普通株式 51,895,753株

　定款の定めにより、株式の消却が行われた場合には、

これに相当する株式数を減ずることになっております。

※２．関係会社に係る注記

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

※２．関係会社に係る注記

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

流動資産

売掛金 299百万円

預け金 5,000

固定資産

敷金及び保証金 744

流動負債

買掛金 462

未払費用 96

流動資産

売掛金 205百万円

預け金 5,000

固定資産

敷金及び保証金 744

流動負債

買掛金 395

未払費用 99

※３　　　　　　　　────── ※３．自己株式

　当社の保有する自己株式の数は、普通株式6,007,661

株であります。

―――――― ４．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は144百万円で

あります。
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（損益計算書関係）

第45期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第44期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．研究開発費の総額 163百万円 １．研究開発費の総額 169百万円

　当期製造費用に含まれている研究開発費はありませ

ん。

　当期製造費用に含まれている研究開発費はありませ

ん。

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

固定資産除却損の内訳

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 2百万円

工具器具及び備品 18

計 21

建物及び構築物 0百万円

工具器具及び備品 63

計 63

※３．関係会社に係る注記

　営業外収益の受取配当金240百万円の内231百万円は、

関係会社との取引により発生した収益であります。

　営業外収益の不動産賃貸収入154百万円の内120百万

円は、関係会社との取引により発生した収益でありま

す。

　営業外費用の不動産賃貸費用129百万円の内96百万

円は、関係会社との取引により発生した費用でありま

す。

※３．関係会社に係る注記

　営業外収益の受取配当金138百万円の内77百万円は、

関係会社との取引により発生した収益であります。

　営業外収益の不動産賃貸収入87百万円の内51百万円

は、関係会社との取引により発生した収益であります。

　営業外費用の不動産賃貸費用64百万円の内47百万円

は、関係会社との取引により発生した費用であります。

（株主資本等変動計算書関係）

第45期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株式数（千株）

当事業年度増加
株式数（千株）

当事業年度減少
株式数（千株）

当事業年度末
株式数（千株）

普通株式（注） 6,007 1,119 － 7,127

合計 6,007 1,119 － 7,127

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,119千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,114千株、単元

未満株式の買取りによる増加４千株であります。

（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）及び当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平

成19年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（重要な後発事象）

　平成19年４月25日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議いたしました。

 １．消却する株式の種類　　普通株式

 ２．消却する株式の数　　　1,895,753株（消却前の発行済株式総数の3.65%）

 ３．消却の予定日　　　　　平成19年５月15日

 ・消却後の発行済株式総数　　50,000,000株
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６．その他
(1）役員の異動

　当社は、平成19年４月25日開催の取締役会において、当社役員の異動について、以下のとおりその内定を決議し、

その選任につき平成19年６月26日開催予定の当社第45回定時株主総会に付議する予定といたしましたのでお知らせい

たします。

 ①　代表取締役の異動

   該当事項はありません。

 ②　その他の役員の異動

 ・新任取締役候補

常務取締役 

 

 

 

林　　義裕 

 

（現　公共システム本部、公共営業統括部、支社統括本部　管掌代行、

支社統括本部長）

取　締　役  能沢　　健 （現　日立公共システムエンジニアリング(株)　取締役営業統括本部長）

取　締　役  渋谷　文行 （現　産業システム本部長）

取　締　役   保垣　　宏 （現　金融システム本部副本部長 兼 金融第一部長）

取　締　役   桑原　弘美 （現　日立ソフトウェアエンジニアリング(株)　執行役副社長 兼 取締役）

   （注）桑原弘美 氏は、社外取締役の候補者であります。

 ・昇任取締役候補

常務取締役  花里　章仁 （現　取締役金融システム本部長）

 ・退任予定取締役

常務取締役  丸　　靖彦 （ (株)アイ・エス・エス代表取締役社長（常勤））

常務取締役  関沢　　智 （ (株)ＫＤＳ専務取締役　就任予定）

常務取締役  田所　正夫 （常勤監査役　就任予定）

取　締　役   砂原　文一 （新日本システム・サービス(株)取締役　就任予定）

取　締　役   小川　健夫  

   （注）小川健夫 氏は、社外取締役であります。

 ・新任監査役候補

(常勤)監査役  田所　正夫 （現　常務取締役）

(常勤)監査役  林　　伴親 （現　エヌ・アイ・エフＳＭＢＣベンチャーズ(株)理事）

   （注）林　伴親 氏は、社外監査役の候補者であります。

 ・退任予定監査役

(常勤)監査役  山本　哲之  

(常勤)監査役  増山　晴英  

   （注）増山晴英 氏は、社外監査役であります。

 ③　就任予定日

 平成19年６月26日

(2）その他

　該当事項はありません。

 以上
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