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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 95,592 △7.2 △1,077 － △640 － △1,300 －

18年９月中間期 103,034 4.9 3,625 0.6 4,249 12.4 1,953 △11.9

19年３月期 211,581 － △0 － 1,216 － △818 －

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

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △28.71 －

18年９月中間期 43.11 41.24

19年３月期 △18.05 －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 △21百万円 18年９月中間期 △46百万円 19年３月期 △64百万円

(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９月中間期 168,119 89,277 45.3 1,678.92

18年９月中間期 177,900 96,022 47.1 1,850.36

19年３月期 174,455 93,183 46.0 1,770.18

（参考）自己資本 19年９月中間期 76,099百万円 18年９月中間期 83,850百万円 19年３月期 80,218百万円

(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９月中間期 7,943 △3,640 1,184 29,748

18年９月中間期 9,514 △3,499 △3,446 27,766

19年３月期 15,749 △9,998 △6,711 24,254

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 10.00 17.00 27.00

20年３月期 10.00 －

20年３月期（予
想）

－ 17.00 27.00

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 200,000 △5.5 8,000 － 8,800 623.5 3,200 － 70.61
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間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（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

(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９月中間期 45,336,787株 18年９月中間期 45,325,412株 19年３月期 45,326,412株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 10,332株 18年９月中間期 9,571株 19年３月期 10,071株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 45,954 △13.3 △4,330 － △3,927 － △2,403 －

18年９月中間期 52,997 12.6 2,877 162.5 3,441 75.9 3,502 63.0

19年３月期 109,594 － △4,020 － △3,398 － △1,269 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △53.04

18年９月中間期 77.30

19年３月期 △28.02

(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９月中間期 128,219 73,585 57.4 1,623.45

18年９月中間期 136,541 83,898 61.4 1,851.42

19年３月期 131,076 78,092 59.6 1,723.27

（参考）自己資本 19年９月中間期 73,585百万円 18年９月中間期 83,898百万円 19年３月期 78,092百万円

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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 100,000 △8.8 1,000 － 1,200 － 400 － 8.83

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想に関しましては、平成19年11月５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３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

①当中間期の経営成績　

  最近の日本経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加、雇用情勢の着実な改善および安定した個人消費

などに支えられ、景気は堅調に推移しています。9月調査の日銀短観では全産業ベースでのソフトウェア投資額は高い

水準にあり、ＩＴ投資需要は緩やかな拡大が続いています。

　情報サービス産業では、金融機関や輸送機器などが牽引する製造業の投資が活発であり、その業績動向は安定した

ものとなっておりますが、昨今のシステムエンジニアの採用難が成長の阻害要因になるとの指摘も一部にあります。

 　

　さて、当社グループでは現在継続中の大型案件等の確実な遂行のために諸施策を講じ、開発を進めてまいりました。

今般、今後の計画について顧客とともに見直しを進めた結果、円滑な稼働開始に向け、より慎重を期する考え方に基

づき、追加のテストなどを織り込み、稼働開始の時期を大幅に延期するとの判断にいたりました。顧客と協議のうえ、

今後発生する追加費用の一部を当社が負担し、当中間期にその全額を計上するため、平成19年10月26日に、営業利益、

経常利益、当期純利益の従来の業績予想値を修正しております。

  業績の概要は以下の通りとなっています。

　まず、連結子会社の状況として、主要な子会社である株式会社アグレックス、クオリカ株式会社などが、Ｍ＆

Ａや営業強化の施策が奏功し、前年同期比増収となりました。利益面でも、株式会社ユーフィット、株式会社ア

グレックス、ＡＪＳ株式会社などが、生産性の向上や不採算案件の解消に努め同増益を達成しています。一方で、

当社では大型案件が開発のピークを超えたことなどから、同減収となりました。また、利益面でも前述の大型案

件の影響を大きく受け、同減益になりました。連結業績に与える当社の影響は大きく、当中間期の売上高は95,592

百万円（前年同期比7.2％減）、営業損失は1,077百万円、経常損失640百万円、中間純損失1,300百万円となりま

した。

　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、39,921百万円（同3.5％増）となりました。

当社およびＡＪＳ株式会社、株式会社アグレックスで、主要顧客向けのアウトソーシング売上が増加したことな

どから、同増収となりました。

2) ソフトウェア開発分野

売上高は、42,432百万円（同12.8％減）となりました。

当社、株式会社ユーフィットにおいて、大型案件の開発のピークをすぎたことから、同減収となりました。

3) ソリューション(情報機器、ソフトウェアの販売) サービス分野

売上高は、11,296百万円（同13.2％減）となりました。

当社で前期に一過性の案件があったことを受け、同減収となりました。

4)その他(リースなど)

グループでリース事業を担当しているＴＩＳリース株式会社が、経営方針の転換を進めていることもあり、売上

高は、1,942百万円（同30.2％減）にとどまりました。

 　　

　　②通期の見通し

　　　当中間期で業績予想修正の原因となった大型案件につきましては、本年2月に要員計画等を見直し、多額の費用を

　　計上いたしましたが、社会システムとしての重要性を鑑み、再度の計画修正に至りました。株主、投資家の皆様

　　に多大なご心配をおかけし、お詫びいたします。

　　　外部環境につきましては、金融機関を中心にＩＴ投資動向が前期から引き続き高い水準にあり、当社の連結子会社

　　はその好環境の中で順調に業績をのばす計画となっています。当社におきましても受注状況は好調であり、当中間

　　期の状況を踏まえ、より一層の収益改善に努めてまいります。
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 　通期の業績予想につきましては、以下の通りです。

　　　　　(単位:百万円) 平成20年3月期(予想) 平成19年3月期(実績) 前期比　　　  

 売上高 200,000 211,581 5.5%減 

 営業利益　 8,000 △0 -

 経常利益　 8,800 1,216 623.5%増 

 当期純利益　 3,200 △818 -

 　　※業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成しています。従って、予想に内在する不確定要因や今後の事業運営における状況変化

　　　　等により、実際の売上高及び利益は当該予想と異なる結果となる可能性があります。　

 

 (2)財政状態に関する分析　

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5,494百万円増加し、29,748百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　税金等調整前中間純損失1,214百万円に、資金の増加として、減価償却費4,043百万円、売上債権の減少額

  12,466百万円、受注損失引当金の増加額1,431百万円などがあった一方、資金の減少として、法人税等の支払

  △2,096百万円、仕入債務の減少額△4,903百万円などがあり、その結果、営業活動によるキャッシュ・フロー

  は、7,943百万円となりました。

 

（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1,510百万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△1,961百万円、投資有価証券の取得による支出△2,987百万円などがあり、

 その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは△3,640百万円となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　資金の増加として、長期借入金の借入による収入8,000百万円、社債の発行による収入6,950百万円などがあっ

 た一方、資金の減少として、転換社債の償還による支出△9,954百万円、配当金の支払△948百万円などがあったた

 め、財務活動によるキャッシュ・フローは1,184百万円となりました。

主な指標につきましては、以下のとおりであります。 

 

 平成17年９月期 平成18年９月期 平成19年９月期 平成18年３月期 平成19年３月期

 自己資本比率

（％）
44.7 47.1 45.3 45.9 46.0

 時価ベースの自己

　

 資本比率（％）

60.3 70.9 60.4 77.2 72.7

 債務償還年数

（年）
3.6 3.4 4.0 1.8 1.9

 インタレスト・カバレ

 ッジ・レシオ（倍）
164.3 142.6 60.4 148.7 94.9

 

　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。

　※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　※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。
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  (3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

 当社の利益配分に関する基本方針は、長期的な投資に値する企業として、株主の皆さまへ配当を安定的に継続するこ

とであります。

　平成19年10月26日に行った業績予想の修正により、株主の皆様にはご心配をおかけしましたが、本件は現在継続中

の大型案件等の円滑な完了に向けた施策によるものと認識しており、当社の財務状況および事業展開等を総合的に勘

案すれば、株主の皆様の安定配当に対するご期待にお応えすることが十分可能な状況にあります。

従いまして、当期の配当につきましては、期初計画通り1株当たり27円の年間配当（中間期末10円、期末17円）を実施

します。

　尚、配当方針に関しましては従前と同様、中間期末日及び期末日を基準とした年間2回の配当を行う予定です。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、連結子会社24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あります。

□　アウトソーシングサービス

当社グループのセンターで、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ネットワークサービスなどを提供しております。

□　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　ＥＲ

Ｐ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。

□　ソリューションサービス

サーバ、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。
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　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）

 
お 客 様 

アウトソーシングサービス ソリューションサービス ソフトウェア開発 

当社 TIS㈱ 
◎クオリカ㈱  ◎㈱アグレックス  ◎㈱ユーフィット 

◎TIS システムサービス㈱ 

◎東洋ネットワークサービス㈱（注１） 

◎㈱シーエスエイ 

◎㈱シーエスティ 

◎TISI(USA),Inc（注１） 

○㈱イーラボ 

◎㈱ランサ・ジャパン 

◎㈱AJ S ソフトウエア 

◎アグレックスファインテクノ㈱ 

◎TKSOFT SINGAPORE PTE. Ltd. 

◎QUALICA(SHANGHAI)INC. 

○エンコデックスジャパン㈱ 

○DGT インフォメーションシステムズ 

◎TIS ソリューションビジネス㈱ 
◎㈱エス・イー・ラボ 

◎TISI(上海)Co.,Ltd. 
○宏図財務軟件（上海）有限公司 

◎TIS トータルサービス㈱      ◎TIS R&D Center，Inc.            ○ほんつな㈱                                                                                

◎TIS リース㈱      ◎TIS North America Inc.（注 1）        ○クロノバ㈱ 

◎BM コンサルタンツ㈱                                        ○アルメック㈱ 
                                                      ○アプシェ㈱ 

○メディカル統計㈱ 

○ビーベスト・インターナショナル㈱  

  ◎㈱システムサポート 

◎AJ S㈱ 

 
◎㈱システムズ・トラスト 

（注１）東洋ネットワークサービス㈱、TISI(USA),Inc及びTIS North America 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。
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３．経営方針
 

 (1）会社の経営の基本方針、(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略につきましては、平成19年3

月期決算短信（平成19年5月17日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しています。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ） 

http://www.tis.co.jp

　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

 

(4)会社の対処すべき課題

　2006年(平成18年)度から始まる3ヵ年の中期経営計画「exceed’08」を通じて、2008年(平成20年)度にＴＩＳグルー

プは、トップブランドとしての地位を確立することを目指しております。そのためには、生産基盤の強化に向けた施

策を行うことで、業界No.1の技術力と品質向上の両面を確立し、各事業分野におけるさらなる成長を図ることが重要

と認識しております。

　目標実現に向けて、当中間期に以下の活動を進めています。

 

① 技術力と品質向上に向けて

　当社はシステム開発基盤の強化として、CMMI(※1)の指標を取り入れ、全社共通の開発標準プロセスを定義し、本格

的な適用に着手しています。当中間期には、金融業界向けの事業部門がCMMIの公式アプレイザル(評定)を実施し、レ

ベル３(※2)を達成しました。今後も生産性と品質の改善に継続的に取り組み、CMMIの取得促進を図っていきます。

②　不採算案件の未然防止

　ここ数年、当社は発生した不採算案件の原因分析を徹底的に行い、再発防止に努めてまいりました。具体的には、

プロジェクト単位での提案審査やリスク管理制度のさらなる強化を図っています。強化策の一環として、案件着手後、

早期の段階で、収益が当初見通し通りに確保できるかを審査する制度を設けました。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した。

③ 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を部品化およびコンポーネント化すると

ともに、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。技術基盤の整備を行うとともにDeploymentの適用範囲の拡大を図っています。

　2） コンサルティング力の拡充

　ここ数年、システムインテグレータにとって、コンサルティング能力、専門的な業務知識は必須となっています。

当社では内部統制や保険業務向けを中心としたコンサルタントの養成に加え、4月にはコンサルティングの専門組織と

してＢＭコンサルタンツ株式会社を立ち上げました。同社は小規模ながら案件を徐々に獲得し始めており、当社のビ

ジネスの上流化に向けた活動を先導しています。

④　中国事業

　当社では経済発展の著しい中国、華北地区マーケットでのビジネス拡大を目的として、中国に進出している日系企

業および中国企業、さらに外資系企業もターゲットとしたデータセンタ事業を開始します。当社は事業を開始するに

あたり、中国の南開大学との合弁会社を天津市に2008年3月に設立する予定です。その準備として、本年10月に両者で

合弁意向にかかわる合意書を締結しております。また、当社の中国事業推進を図るために「北京駐在員事務所」を北

京市に開設しています。
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  ⑤　ＣＳＲ

　　当社は事業における課題解決だけではなく、 環境問題などＣＳＲ活動にも積極的に取り組んでいます。昨今、

　地球温暖化は人類全体で解決するべき大きな課題として取り上げられています。当社のデータセンターでは発熱量

　の多いブレードサーバの普及とともに、コンピュータの電源のみならず空調の電源も合わせ、毎年10％以上の電力

　使用量が増えています。この状況を少しでも緩和させたいと思い、本年10月から「グリーン電力」で増加分の一部

　をまかないます。

 ※1　CMMI (Capability Maturity Model Integration)

　　ソフトウェア開発の組織能力を評価するための基準として、米国カーネギーメロン大学のソフトウェア工学研究所が開発したプロセス成熟

　　度モデル。国際標準的な指標として普及しています。

 ※2　CMMIレベル3　組織横断的に遂行する開発プロセスが標準化されており、それを変更しながらプロジェクトを実施し、標準プロセス改善を

　　行うことができるレベル

 

 (5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項は特にありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 25,967 28,466 22,971

２　受取手形及び
売掛金

46,711 35,399 47,786

３　有価証券 2,509 2,213 1,812

４　たな卸資産 9,827 8,657 6,459

５　繰延税金資産 － 10,957 7,585

６　その他 8,183 3,190 2,996

７　貸倒引当金 △47 △24 △30

流動資産合計 93,152 52.4 88,860 52.9 △4,291 89,581 51.3

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1)建物及び構築
物

18,875 19,858 20,270

(2）土地 6,716 6,704 6,704

(3）貸与資産 5,771 4,321 4,989

(4）その他 5,998 4,088 4,597

有形固定資産
合計

37,361 (21.0) 34,973 (20.8) △2,387 36,562 (21.0)

２　無形固定資産 7,082 (4.0) 5,383 (3.2) △1,698 6,243 (3.6)

３　投資その他の
資産

(1）投資有価証
券

28,732 27,194 30,275

(2）その他 11,982 12,008 12,008

(3)貸倒引当金 △410 △301 △216

投資その他の
資産合計

40,304 (22.6) 38,901 (23.1) △1,403 42,068 (24.1)

固定資産合計 84,748 47.6 79,258 47.1 △5,490 84,874 48.7

資産合計 177,900 100.0 168,119 100.0 △9,781 174,455 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　支払手形及び
買掛金

18,198 12,416 17,320

２　１年以内償還
予定転換社債

9,999 － 9,999

３　短期借入金 6,860 3,802 4,839

４　賞与引当金 3,498 3,759 3,432

５　受注損失引当
金

331 6,571 5,139

６　その他 16,015 15,259 14,919

流動負債合計 54,904 30.8 41,809 24.9 △13,094 55,650 31.9

Ⅱ　固定負債

１　社債 7,500 14,500 7,500

２　長期借入金 8,267 13,812 7,497

３　退職給付引当
金

3,561 2,598 2,524

４　役員退職慰労
引当金

803 385 882

５　負ののれん 1,488 1,037 1,342

６　その他 5,352 4,699 5,874

固定負債合計 26,974 15.2 37,032 22.0 10,057 25,621 14.7

負債合計 81,878 46.0 78,841 46.9 △3,036 81,272 46.6

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１　資本金 23,086 13.0 23,110 13.7 23 23,088 13.2

２　資本剰余金 22,414 12.6 22,438 13.4 23 22,415 12.8

３　利益剰余金 36,585 20.5 31,289 18.6 △5,296 33,360 19.2

４　自己株式 △33 △0.0 △35 △0.0 △1 △35 △0.0

株主資本合計 82,052 46.1 76,801 45.7 △5,250 78,828 45.2

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 2,226 1.3 △2,526 4,322 2.5

２　土地再評価差
額金

△2,922 △1.6 △2,922 △1.7 － △2,922 △1.7

３　為替換算調整
勘定

△32 △0.0 △6 △0.0 25 △10 △0.0

評価・換算差
額等合計

1,797 1.1 △702 △0.4 △2,500 1,389 0.8

Ⅲ　少数株主持分 12,171 6.8 13,178 7.8 1,006 12,965 7.4

純資産合計 96,022 54.0 89,277 53.1 △6,744 93,183 53.4

負債純資産合計 177,900 100.0 168,119 100.0 △9,781 174,455 100.0
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 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 103,034 100.0 95,592 100.0 △7,442 211,581 100.0

Ⅱ　売上原価 86,949 84.4 83,793 87.7 △3,156 186,715 88.2

売上総利益 16,085 15.6 11,799 12.3 △4,285 24,866 11.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 12,459 12.1 12,876 13.4 416 24,867 11.8

営業利益又は営業損
失(△)

3,625 3.5 △1,077 △1.1 △4,702 △0 △0.0

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 28 45  67

２　受取配当金 237 351  331

３　負ののれん償却額 476 476  952

４　その他 105 847 0.8 93 967 1.0 119 234 1,586 0.8

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 66 131  165

２　持分法による投資損
失

46 21  64

３　貸倒引当金繰入額 64 121  60

４　借入金事務手数料 － 111  －

５　その他 46 223 0.2 143 530 0.6 306 77 369 0.2

経常利益又は経常損
失(△)

4,249 4.1 △640 △0.7 △4,889 1,216 0.6

Ⅵ　特別利益

１　投資有価証券売却益 666 8  689

２　貸倒引当金戻入益 48 18  －

３　受注損失引当金戻入
益

－ 14  －

４　役員退職慰労引当金
戻入益

－ 9  －

５　その他 － 714 0.7 10 60 0.1 △653 490 1,180 0.5

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却損 1,094 134  1,422

２　投資有価証券評価損 － 116  67

３　減損損失 － 364  －

４　その他 124 1,219 1.2 19 635 0.7 △583 237 1,727 0.8

税金等調整前中間（当
期）純利益又は税金等
調整前中間純損失(△)

3,745 3.6 △1,214 △1.3 △4,959 669 0.3

法人税、住民税及び事
業税

2,879 2,858  3,663

法人税等調整額 △1,047 1,831 1.7 △3,431 △573 △0.6 △2,404 △2,934 728 0.3

少数株主利益（△）又
は少数株主損失

39 0.0 △659 △0.7 △699 △758 △0.4

中間純利益又は中間
（当期）純損失(△)

1,953 1.9 △1,300 △1.4 △3,254 △818 △0.4
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（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 1 1   3

剰余金の配当（注）   △770  △770

役員賞与（注）   △105  △105

中間純利益   1,953  1,953

自己株式の取得    △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）
     

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      3

剰余金の配当（注）      △770

役員賞与（注）      △105

中間純利益      1,953

自己株式の取得      △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）
△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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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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19年３月31日　残高

（百万円）
23,088 22,415 33,360 △35 78,828

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 22 22   44

剰余金の配当   △770  △770

中間純損失   △1,300  △1,300

自己株式の取得    △0 △0

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

（百万円）
22 22 △2,071 △0 △2,027

平成19年９月30日　残高

（百万円）
23,110 22,438 31,289 △35 76,801

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19年３月31日　残高

（百万円）
4,322 △2,922 △10 1,389 12,965 93,183

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行      44

剰余金の配当      △770

中間純損失      △1,300

自己株式の取得      △0

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）
△2,095 － 3 △2,091 212 △1,878

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
△2,095 － 3 △2,091 212 △3,905

平成19年９月30日　残高

（百万円）
2,226 △2,922 △6 △702 13,178 89,277
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（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）
23,084 22,412 35,507 △32 80,971

連結会計年度中の変動額

新株の発行 3 3   6

剰余金の配当（注）   △770  △770

中間配当   △453  △453

役員賞与（注）   △105  △105

当期純損失   △818  △818

自己株式の取得    △2 △2

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）
3 3 △2,146 △2 △2,140

平成19年３月31日　残高

（百万円）
23,088 22,415 33,360 △35 78,828

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

連結会計年度中の変動額

新株の発行      6

剰余金の配当（注）      △770

中間配当      △453

役員賞与（注）      △105

当期純損失      △818

自己株式の取得      △2

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△3,321 － 39 △3,281 351 △2,929

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△3,321 － 39 △3,281 351 △5,072

平成19年３月31日　残高

（百万円）
4,322 △2,922 △10 1,389 12,965 93,183

 （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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(4) 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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 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

3,745 △1,214  669

２　減価償却費 4,937 4,043  9,792

３　減損損失 － 364  －

４　のれん償却額 361 171  775

５　負ののれん償却額 △476 △476  △952

６　貸倒引当金の増減額 23 79  △189

７　退職給付引当金(前払
年金費用)の増減額

47 64  △992

８　役員退職慰労引当金
の減少額

△139 △65  △61

９　受取利息及び受取配
当金

△265 △397  △399

10　支払利息 66 131  165

11　持分法による投資損
失

46 21  64

12　投資有価証券売却損
益及び評価損益

△644 108  △622

13　有形・無形固定資産
除売却損益

1,095 134  1,416

14　売上債権の減少額 7,091 12,466  6,332

15　たな卸資産の増減額 △2,655 △2,198  712

16　仕入債務の減少額 △225 △4,903  △1,187

17　受注損失引当金の増
加額

331 1,431  5,139

18　その他 △1,884 38  △1,373

小計 11,453 9,801 △1,652 19,289

19　利息及び配当金の受
取額

265 397  399

20　利息の支払額 △97 △159  △189

21　法人税等の支払額 △2,108 △2,096  △3,749

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

9,514 7,943 △1,570 15,749
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前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 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

△406 △203  △729

２　定期預金の払戻によ
る収入

375 －  382

３　有形固定資産の取得
による支出

△4,091 △1,396  △7,402

４　無形固定資産の取得
による支出

△1,165 △565  △1,675

５　投資有価証券の取得
による支出

△984 △2,987  △4,754

６　投資有価証券の売却
及び償還による収入

3,293 1,510  4,913

７　連結範囲の変更を伴
う子会社株式の取得
による支出

△264 －  △323

８　貸付金の回収による
収入

3 3  6

９　その他の投資による
支出

△623 △62  △276

10　その他の投資の回収
による収入

417 6  85

11　その他 △51 53  △223

投資活動による
キャッシュ・フロー

△3,499 △3,640 △140 △9,998
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前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)
金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

１　短期借入金の純増減
額

475 △914  82

２　長期借入による収入 323 7,889  427

３　長期借入金の返済に
よる支出

△3,084 △1,807  △5,557

４　転換社債の償還によ
る支出

－ △9,983  －

５　社債の発行による収
入

－ 6,950  －

６　社債の償還による支
出 

△220 －  △220

７　株式発行による収入 3 －  6

８　自己株式の取得によ
る支出

△1 △0  △2

９　配当金の支払額 △770 △770  △1,223

10　少数株主への配当金
の支払額

△173 △177  △225

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△3,446 1,184 4,630 △6,711

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

△5 6 12 10

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

2,563 5,494 2,931 △949

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

25,203 24,254 △949 25,203

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

27,766 29,748 1,982 24,254
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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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　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24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

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.

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

ＢＭコンサルタンツ株式会社

（旧　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

アグレックスファインテクノ株式会

社

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

株式会社ＡＪＳ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.

QUALICA（SHANGHAI）INC.

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

株式会社ランサ・ジャパン

株式会社アグレックス

オープンテクノ株式会社

株式会社フィネス

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

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）

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。

QUALICA（SHANGHAI）INC.は、新規

設立により、当中間連結会計期間よ

り連結の範囲に含めております。

連結子会社オープンテクノ株式会社

は、株式会社フィネスを平成19年４

月１日に吸収合併し、アグレックス

ファインテクノ株式会社に商号変更

しております。

オープンテクノ株式会社および株式

会社フィネス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

り連結の範囲に含めております。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。
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前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

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11

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

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

ビーベスト・インターナショナル

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

ビーベスト・インターナショナル

株式会社

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。

Ｍ＆Ｔシステムオペレーションズ

株式会社については、会社清算に

より、持分法の適用範囲から除外

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。

ビーベスト・インターナショナル

株式会社は設立出資によって、当

連結会計年度より持分法を適用し

ております。

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。

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.、

TKSOFT SINGAPORE PTE. Ltd.及び

QUALICA（SHANGHAI）INC.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。

連結財務諸表の作成に当たっては、

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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

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

　同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

　　同左

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）

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

同左

時価のないもの

同左

(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（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

(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

（会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変

更しております。

これによる損益に与える影響

は軽微であります。
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前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 

（追加情報）

当社及び国内連結子会社は、

法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。

これによる損益の影響は軽微

であります。

 

 

(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

役員賞与及び一部連結子会社

の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）受注損失引当金

ソフトウェアの請負契約に係

る開発案件のうち、当中間連

結会計期間末時点で将来の損

失が見込まれ、かつ、当該損

失額を合理的に見積もること

が可能なものについては、当

下半期以降に発生が見込まれ

る損失額を計上しております。

(ハ）受注損失引当金

　　　 同左

(ハ）受注損失引当金

ソフトウェアの請負契約に係

る開発案件のうち、当連結会

計年度末時点で将来の損失が

見込まれ、かつ、当該損失額

を合理的に見積もることが可

能なものについては、翌連結

会計年度以降に発生が見込ま

れる損失額を計上しておりま

す。

ＴＩＳ㈱（9751）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 22 －



前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(ニ）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。

(ニ）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、一部の連結子会社は退

職給付債務の計算にあたり、

簡便法を採用しております。

(ニ)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

る退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき計上して

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、一部の連結子会社は退

職給付債務の計算にあたり、

簡便法を採用しております。

(ホ）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。

(ホ）役員退職慰労引当金

当社は、役員退職慰労金の支

出に備えるため、内規に基づ

く要支給額を計上しておりま

したが、平成19年６月22日開

催の定時株主総会において、

当社役員の退職慰労金制度の

廃止および打切り支給を決議

いたしました。これにより当

中間連結会計期間において当

社役員に対する役員退職慰労

引当金を全額取崩し、打切り

支給に伴う未払額を固定負債

の「その他」に計上しており

ます。

なお、一部の国内連結子会社

については、役員退職慰労金

の支出に備えるため、内規に

基づく中間連結会計期間末要

支給額を計上しております。

(ホ)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。
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前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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

本邦通貨への換算の基準

　　　　同左

(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。

(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

一部連結子会社の金利スワッ

プについては特例処理の要件

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

　　　 同左

 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

（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

(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
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前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19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。

　従来の資本の部の合計に相当する金

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。 

 

 

───── 

（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）を適用しており

ます。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は、80,218百万円であります。

　なお、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の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。

 

───── 

（役員賞与に関する会計基準）

　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。

　これにより営業損失は34百万円増加

しており、経常利益及び税金等調整前

当期純利益は34百万円減少しておりま

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。

 

───── 

（企業結合に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「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、資産の部に計上された連結調

整勘定の償却額と負債の部に計上され

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。

 

───── 

（のれんの償却に関する事項）

　従来、資産の部に計上された連結調

整勘定の償却額と負債の部に計上され

た連結調整勘定の償却額を相殺表示し

ておりましたが、連結財務諸表規則の

改正に伴い、当連結会計年度より、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。

　これにより営業損失が775百万円増

加しております。なお、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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 

 ─────

 

 ─────

（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。

　なお、これによる損益に与える影響

はありません。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 （中間連結貸借対照表）  （中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定」として

表示しておりましたものは、当中間会計期間から「負のの

れん」として表示しております。

　「繰延税金資産」は、前中間連結会計期間末は流動資産

の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結

会計期間末において資産の総額の100分の５を超えたため

区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「繰延税金資産」の金額

は4,829百万円であります。

  

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書）

(1) 前中間連結会計期間まで独立掲記しておりました、特

別損失「投資有価証券評価損」（当中間連結会計期間22百

万円）は、特別損失の100分の10以下となったため、当中

間連結会計期間より特別損失「その他」に含めて表示して

おります。

(2) 前中間連結会計期間まで独立掲記しておりました、営

業外費用「社債費用」（当中間連結会計期間3百万円）は、

営業外費用の100分の10以下となったため、当中間連結会

計期間より営業外費用「その他」に含めて表示しておりま

す。

　「投資有価証券評価損」は、前中間連結会計期間は「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期

間において、特別損失の100分の10を超えたため、区分掲

記しました。

　なお、前中間連結会計期間の「投資有価証券評価損」の

金額は22百万円であります。

  

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として表示しておりましたものは、当中間連結会計期間か

ら「のれん償却額」、「負ののれん償却額」として表示し

ております。

　　　　　　　　　――――――
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連結財務諸表に対する注記事項

（有価証券関係）

（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

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 700 696 △3

計 5,095 16,154 11,059

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 11,319

ＭＭＦ等 1,809

投資事業有限責任組合等への出資持分 731

計 13,860

（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 1,199 1,199 △0

計 1,199 1,199 △0

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 6,961 13,561 6,600

(2)債券

国債 99 99 △0

社債 400 397 △2

計 7,461 14,059 6,597

ＴＩＳ㈱（9751）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 28 －



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 11,676

投資事業有限責任組合等への出資持分 715

ＭＭＦ等 1,315

計 13,707

（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

種類
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 1,199 1,200 0

計 1,199 1,200 0

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 5,575 16,045 10,469

(2)債券

社債 700 698 △1

計 6,275 16,744 10,468

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 11,750

投資事業有限責任組合等への出資持分 593

ＭＭＦ等 1,313

計 13,657
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（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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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18年４月１日　至平成19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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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18年４月１日　至平成19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。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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18年４月１日　至平成19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18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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 1,678円92銭

１株当たり中間純損失 28円71銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
 －

１株当たり純資産額 1,770円18銭

１株当たり当期純損失    18円05銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益
－

　当中間会計期間及び前連結会計年度は中間（当期）純損失を計上しているため、潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の額は表示しておりません。

 

　（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18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19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）

1,953 △1,300 △818

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
1,953 △1,300 △818

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 － － －

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 45,315 45,321 45,315

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） 8 － －

社債費用（税額相当額控除後） 2 － －

中間（当期）純利益調整額（百万円） 11 － －

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 2,305 － －

ストックオプション 20 － －

普通株式増加数（千株） 2,325 － －

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　　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

新株予約権　　４銘柄

潜在株式の数

1,359,000株

新株予約権　　４銘柄

潜在株式の数

      1,393,100株
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（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
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　当社の連結子会社である株式会社

ユーフィットは、平成18年10月に確定

給付企業年金制度の一部を、確定拠出

年金制度へ移行いたしました。

なお、本移行に伴う当連結会計年度の

損益に与える影響額は、現在算定中で

あります。

　　　　　　―――― 　　　　　　――――
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　受注及び販売の状況

（１）受注高及び受注残高

事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間
(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
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

増減

受注高
(百万円)

受注残高
(百万円)

受注高
(百万円)

 受注残高
(百万円)

受注高
(百万円)

 受注残高 
(百万円)

ソフトウェア開発 46,280 44,093 48,293 42,771 2,013 △1,322

合計 46,280 44,093 48,293 42,771 2,013 △1,322

　（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。

（２）販売実績

事業の種類別
セグメントの名称

前中間連結会計期間
(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
(自　平成19年４月１日
　至　平成19年９月30日)

増減

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
 構成比
(％)

金額(百万円)
増減率
(％)

アウトソーシングサービス 38,570 37.4 39,921 41.8 1,350 3.5

ソフトウェア開発 48,660 47.2 42,432 44.4 △6,228 △12.8

ソリューションサービス 13,021 12.7 11,296 11.8 △1,724 △13.2

その他 2,782 2.7 1,942 2.0 △840 △30.2

合計 103,034 100.0 95,592 100.0 △7,442 △7.2
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 14,836 13,259 9,792

２　受取手形 232 190 223

３　売掛金 30,080 20,608 30,211

４　たな卸資産 6,011 5,118 3,012

５　繰延税金資産 2,589 8,597 5,221

６　その他 1,735 1,497 1,289

７　貸倒引当金 △91 △45 △73

流動資産合計 55,394 40.6 49,228 38.4 △6,166 49,676 37.9

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1) 建物 16,500 17,583 17,738

(2) 土地 6,480 6,480 6,480

(3) その他 3,297 1,968 2,215

有形固定資産合
計

26,278 (19.2) 26,033 (20.3) △245 26,435 (20.2)

２　無形固定資産 2,030 (1.5) 1,615 (1.3) △414 1,858 (1.4)

３　投資その他の資
産

(1) 投資有価証券 19,022 18,159 19,561

(2) 関係会社株式 24,953 24,681 24,704

(3) その他 8,984 8,691 8,964

(4) 貸倒引当金 △122 △190 △125

投資その他の資
産合計

52,838 (38.7) 51,342 (40.0) △1,495 53,105 (40.5)

固定資産合計 81,147 59.4 78,991 61.6 △2,155 81,400 62.1

資産合計 136,541 100.0 128,219 100.0 △8,321 131,076 100.0
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 14,503 8,686 12,964

２　１年以内返済
予定長期借入
金

1,400 1,000 500

３　１年以内償還
予定転換社債

9,999 ― 9,999

４　受注損失引当
金

331 6,274 4,768

５　役員賞与引当
金

25 ― ―

６　その他 8,941 8,402 7,595

流動負債合計 35,199 25.8 24,363 19.0 △10,836 35,826 27.3

Ⅱ　固定負債

１　社債 7,500 14,500 7,500

２　長期借入金 6,000 13,000 6,000

３　繰延税金負債 1,996 1,219 2,127

４　再評価に係る
繰延税金負債

1,064 1,064 1,064

５　役員退職慰労
引当金

386 ― 432

６　その他 495 486 33

固定負債合計 17,443 12.8 30,271 23.6 12,827 17,157 13.1

負債合計 52,643 38.6 54,634 42.6 1,991 52,984 40.4
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部） 

Ⅰ　株主資本
 

１　資本金　 23,086 16.9 23,110 18.0 23 23,088 17.6

２　資本剰余金　

(1) 資本準備金 22,414 22,438 22,415

資本剰余金合
計

22,414 16.4 22,438 17.5 23 22,415 17.1

３　利益剰余金

(1) 利益準備金 641 641 641

(2) その他利益剰
余金

別途積立金 28,050 28,050 28,050

繰越利益剰
余金

8,630 230 3,405

利益剰余金合
計

37,321 27.3 28,921 22.6 △8,399 32,096 24.5

４　自己株式 △33 △0.0 △35 △0.0 △1 △35 △0.0

株主資本合計 82,789 60.6 74,434 58.1 △8,354 77,564 59.2

Ⅱ　評価・換算差額等
 

１　その他有価証
券評価差額金
　

4,032 2.9 2,073 1.6 △1,959 3,449 2.6

２　土地再評価差
額金　

△2,922 △2.1 △2,922 △2.3 ― △2,922 △2.2

評価・換算差
額等合計

 1,109 0.8 △849 △0.7 △1,959 527 0.4

純資産合計 83,898 61.4 73,585 57.4 △10,313 78,092 59.6

負債純資産合
計

136,541 100.0 128,219 100.0 △8,321 131,076 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分 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 52,997 100.0 45,954 100.0 △7,043 109,594 100.0

Ⅱ　売上原価 44,911 84.7 45,265 98.5 354 103,438 94.4

売上総利益 8,086 15.3 688 1.5 △7,398 6,156 5.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

5,208 9.8 5,018 10.9 △190 10,176 9.3

営業利益又は
営業損失(△)

2,877 5.5 △4,330 △9.4 △7,207 △4,020 △3.7

Ⅳ　営業外収益 765 1.4 839 1.8 74 895 0.8

Ⅴ　営業外費用 200 0.4 436 0.9 235 273 0.2

経常利益又は
経常損失(△)

3,441 6.5 △3,927 △8.5 △7,369 △3,398 △3.1

Ⅵ　特別利益 2,095 3.9 59 0.1 △2,036 2,120 1.9

Ⅶ　特別損失 967 1.8 520 1.1 △447 1,640 1.5

税引前中間純
利益又は税引
前中間（当
期）純損失
(△)

4,569 8.6 △4,388 △9.5 △8,958 △2,917 △2.7

法人税、住民
税及び事業税

2,230 1,355 1,617

法人税等調整
額

△1,164 1,066 2.0 △3,339 △1,984 △4.3 △3,051 △3,265 △1,648 △1.5

中間純利益又
は中間（当
期）純損失
(△)

3,502 6.6 △2,403 △5.2 △5,906 △1,269 △1.2
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

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）
23,084 22,412 22,412 641 22 25,050 8,961 34,674 △32 80,138

中間会計期間中の変動額

新株の発行 1 1 1       3

剰余金の配当（注）       △770 △770  △770

役員賞与（注）       △85 △85  △85

プログラム等準備金の取崩し

（注）
    △22  22 ―  ―

別途積立金の積立て（注）      3,000 △3,000 ―  ―

中間純利益       3,502 3,502  3,502

自己株式の取得         △1 △1

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
          

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
1 1 1 ― △22 3,000 △330 2,647 △1 2,650

平成18年９月30日　残高

（百万円）
23,086 22,414 22,414 641 ― 28,050 8,630 37,321 △33 82,789

評価・換算差額等

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
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
6,423 △2,922 3,500 83,639

中間会計期間中の変動額

新株の発行    3

剰余金の配当（注）    △770

役員賞与（注）    △85

プログラム等準備金の取崩し

（注）
   ―

別途積立金の積立て（注）    ―

中間純利益    3,502

自己株式の取得    △1

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△2,391 ― △2,391 △2,391

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△2,391 ― △2,391 258

平成18年９月30日　残高

（百万円）
4,032 △2,922 1,109 83,898

 （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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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19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
合計資本

準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

（百万円）
23,088 22,415 22,415 641 28,050 3,405 32,096 △35 77,564

中間会計期間中の変動額

転換社債の転換による増資 22 22 22      44

剰余金の配当      △770 △770  △770

中間純損失      △2,403 △2,403  △2,403

自己株式の取得        △0 △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
22 22 22 ― ― △3,174 △3,174 △0 △3,130

平成19年９月30日　残高

（百万円）
23,110 22,438 22,438 641 28,050 230 28,921 △35 74,434

評価・換算差額等

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
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
3,449 △2,922 527 78,092

中間会計期間中の変動額

転換社債の転換による増資    44

剰余金の配当    △770

中間純損失    △2,403

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△1,376 ― △1,376 △1,376

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△1,376 ― △1,376 △4,506

平成19年９月30日　残高

（百万円）
2,073 △2,922 △849 73,585
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前事業年度の株主資本等変動計算書（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

資本
剰余金
合計

利益
準備金

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）
23,084 22,412 22,412 641 22 25,050 8,961 34,674 △32 80,138

事業年度中の変動額

新株の発行 3 3 3       6

剰余金の配当（注）       △770 △770  △770

中間配当       △453 △453  △453

役員賞与（注）       △85 △85  △85

プログラム等準備金の取崩し

（注）
    △22  22 －  －

別途積立金の積立て（注）      3,000 △3,000 －  －

当期純損失       △1,269 △1,269  △1,269

自己株式の取得         △2 △2

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）
3 3 3 － △22 3,000 △5,555 △2,578 △2 △2,574

平成19年３月31日　残高

（百万円）
23,088 22,415 22,415 641 － 28,050 3,405 32,096 △35 77,564

評価・換算差額等

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
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
6,423 △2,922 3,500 83,639

事業年度中の変動額

新株の発行    6

剰余金の配当（注）    △770

中間配当    △453

役員賞与（注）    △85

プログラム等準備金の取崩し

（注）
   －

別途積立金の積立て（注）    －

当期純損失    △1,269

自己株式の取得    △2

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△2,973 － △2,973 △2,973

事業年度中の変動額合計

（百万円）
△2,973 － △2,973 △5,547

平成19年３月31日　残高

（百万円）
3,449 △2,922 527 78,092

 （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。

ＴＩＳ㈱（9751）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 40 －


