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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 148,855 △6.2 3,652 △10.7 3,385 △3.1 1,853 △0.8

19年３月期 158,677 △2.3 4,088 6.7 3,495 16.0 1,867 2.8

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 ％ ％ ％

20年３月期 69 98 － － 3.0 2.9 2.5

19年３月期 70 52 － － 3.1 3.0 2.6

（参考）持分法投資損益 20年３月期 10百万円 19年３月期 17百万円

(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

20年３月期 114,260 62,259 54.5 2,350 47

19年３月期 118,403 61,363 51.8 2,316 58

（参考）自己資本 20年３月期 62,259百万円 19年３月期 61,363百万円

(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

20年３月期 △453 △16,857 △451 20,015

19年３月期 1,689 1,124 △399 37,777

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 ％ ％

19年３月期 7 00 9 00 16 00 423 22.7 0.7

20年３月期 8 00 10 00 18 00 476 25.7 0.8

21年３月期（予想） 9 00 9 00 18 00 － 23.8 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累計期間 69,600 0.4 1,100 88.9 650 4.7 300 27.9 11 46

通期 150,000 0.8 4,400 20.5 3,600 6.3 2,000 7.9 76 37
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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）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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

(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） 20年３月期 26,493,555株 19年３月期 26,493,555株

②　期末自己株式数 20年３月期 5,325株 19年３月期 4,695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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20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 ％

20年３月期 142,918 △6.2 3,616 △11.8 3,341 △4.3 1,815 △4.7

19年３月期 152,411 △2.2 4,100 9.9 3,492 21.0 1,905 15.2

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

20年３月期 68 52 － －

19年３月期 71 93 － －

(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

20年３月期 112,811 62,018 55.0 2,341 36

19年３月期 116,694 61,159 52.4 2,308 87

（参考）自己資本 20年３月期 62,018百万円 19年３月期 61,159百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記予想は、本資料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。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当連結会計年度の概況

  当連結会計年度における日本経済は、サブプライム問題や原材料価格高騰などの影響を受け、年度後半から、先行

き不透明な情勢で推移いたしました。情報サービス産業におきましても、当社が主力とする中堅企業や市町村自治体

のIT投資に抑制傾向が見られ、ビジネス環境は厳しい状況で推移いたしました。

  このような状況の中で、当社グループは、自社ソリューションの強化、コンサル型営業の拡大、市場別戦略による

事業推進に重点を置き、事業活動を展開いたしました。

  当連結会計年度の受注・売上につきましては、東京地区においては堅調に推移いたしましたが、地域ビジネスは依

然として厳しく、また、官公庁ビジネスにおいて、大型プロジェクトが延伸あるいは中止となったことが影響し、受

注高は、147,002百万円（前年比10.6％減）、売上高は、148,855百万円（同6.2％減）となりました。

  営業利益、経常利益につきましては、ソフトウェアサービスを中心に売上総利益率は改善いたしましたが、売上高

の減少、販売費及び一般管理費の増加の影響をカバーするには至らず、営業利益は、3,652百万円（同10.7％減）、経

常利益は、3,385百万円（同3.1％減）となりました。

 なお、保有資産の見直しとして投資不動産を売却し、投資等売却益511百万円を特別利益に計上いたしました。また、

東日本地区における保守サービス体制の見直しに伴い、事業構造改善費用423百万円を特別損失に計上いたしまし

た。

  この結果、当期純利益は、1,853百万円（同0.8％減）を計上いたしました。

 

平成18年度

 (自平成18年４月１日

　至平成19年３月31日)

平成19年度

 (自平成19年４月１日

　至平成20年３月31日)

前年比

金額

(百万円)

百分比

(％)

金額

(百万円)

百分比

(％)

増減

(百万円)

増減率

(％)

 受注高 164,389 － 147,002 － △17,387 △10.6

 売上高 158,677 100.0 148,855 100.0 △9,821 △6.2

 売上総利益 26,364 16.6 26,163 17.6 △201 △0.8

 販売費及び一般管理費 22,276 14.0 22,510 15.1 233 1.1

 営業利益 4,088 2.6 3,652 2.5 △435 △10.7

 経常利益 3,495 2.2 3,385 2.3 △109 △3.1

 特別利益 155 0.1 562 0.4 406 262.0

 特別損失 103 0.1 513 0.4 410 397.0

 当期純利益 1,867 1.2 1,853 1.2 △14 △0.8

［受注の状況］

　受注につきましては、前年比10.6％の減少となりました。大型プロジェクトが延伸あるいは計画中止となったこと

で、情報ネットワークサービスが減少した他、東日本地区における保守体制見直しにより保守サービスが減少したた

めであります。コンストラクションサービスは微増となりました。

区分

平成18年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

平成19年度
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

前年比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
（百万円）

増減率
（％）

情報システム 53,163 32.4 44,099 30.0 △9,063 △17.0

ソフトウェアサービス 85,038 51.7 78,241 53.2 △6,797 △8.0

情報ネットワークサービス　計 138,201 84.1 122,340 83.2 △15,861 △11.5

保守サービス　計 14,476 8.8 12,631 8.6 △1,845 △12.7

コンストラクションサービス　計 11,711 7.1 12,030 8.2 318 2.7

合計 164,389 100.0 147,002 100.0 △17,387 △10.6
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［売上の状況］

　売上につきましては、前年比6.2％の減少となりました。情報ネットワークサービス、保守サービスが減少いたしま

したが、コンストラクションサービスは増加いたしました。

区分

平成18年度
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

平成19年度
（自平成19年４月１日
至平成20年３月31日）

前年比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
（百万円）

増減率
（％）

情報システム 52,050 32.8 44,396 29.8 △7,654 △14.7

ソフトウェアサービス 80,044 50.5 79,472 53.4 △572 △0.7

情報ネットワークサービス　計 132,094 83.3 123,868 83.2 △8,226 △6.2

保守サービス　計 14,491 9.1 12,688 8.5 △1,802 △12.4

コンストラクションサービス　計 12,091 7.6 12,299 8.3 207 1.7

合計 158,677 100.0 148,855 100.0 △9,821 △6.2

〔情報ネットワークサービス〕

  情報ネットワークサービスの受注高は、122,340百万円（前年比11.5％減）、売上高は、123,868百万円（同6.2％

減）となりました。

  内訳として、ハードウェアから成る情報システムの売上高は、価格競争激化や官公庁ビジネス低迷の影響で44,396

百万円（同14.7％減）と減少いたしました。ソフトウェアサービスの売上高は、79,472百万円（同0.7％減）と前年並

みにとどまりましたが、コンサルティング型提案スタイルの浸透により自社ソリューションの拡販に努めました結果、

売上総利益率は前年に比べ改善いたしました。

  主な事業活動といたしましては、自社ソリューション「ITマネジメントサービス」、「WebAS Component」の拡販と

商品力強化に努めました。

　お客様のITライフサイクルを総合的にサポートし、コンサルティング、システム運用、資産管理、ハード・ソフト

保守などのサービスをワンストップで実現する「ITマネジメントサービス」につきましては、平成19年6月にITマネジ

メントサービス本部を新設し、体制を強化いたしました。また、新サービスとして、企画・導入から運用・評価まで

サポートする「ITIL運用管理サービス」をメニューに加えたほか、アウトソーシングニーズの増加に対応するため、

平成19年10月、東京都江東区にFJB第二データセンターを開設いたしました。

　お客様に最適なWebサービスを実現する業務ソリューション「WebAS Component」につきましては、営業プロセスの

効率化を図る「WebAS Pulse」、人材派遣企業の管理業務の効率化を図る「WebAS Staff」等のソリューションを投入

し、ラインナップを拡充いたしました。また、優秀な人材の確保と開発の効率化を目的に、富士通グループ等の開発

会社と連携し、中国大連と西安の2箇所でオフショア開発を開始いたしました。

　更に、新しい自社ソリューションとして、物流分野に特化したソフトウェアベンダーとのアライアンスにより、ロ

ジスティックソリューションの開発・販売を強化いたしましたほか、オープンソフトウェアソリューションやSaaS型

グループウェアの提供を開始いたしました。

〔保守サービス〕

  保守サービスの受注高は、12,631百万円（前年比12.7％減）、売上高は、12,688百万円（同12.4％減）となりまし

た。

　ハードウェアの価格下落に伴う保守サービス価格の低下と、東日本地区の保守業務の一部を別会社へ移管したこと

に伴い、受注・売上とも前年を下回りました。

　当社グループは、平成19年10月、株式会社富士通エフサスとともに新会社「株式会社エフサス・テクノ東日本」を

設立いたしました。東日本地区（埼玉以北）における保守サービス体制を富士通グループ全体で再構築し、保守サー

ビスの品質とお客様満足度の向上を図りました。

〔コンストラクションサービス〕

  コンストラクションサービスの受注高は、12,030百万円（前年比2.7％増）、売上高は、12,299百万円（同1.7％増）

となりました。
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　情報・通信システム関連工事が堅調に推移したほか、企業のオフィス移転・リニューアル工事、情報セキュリティ

強化に伴う入退室監視システム工事、中規模ビル管理システム工事などのサービスが伸長し、受注・売上とも前年を

上回りました。

②会社の対処すべき課題と次年度の見通し

　平成19年度の業績につきましては、売上総利益率は改善いたしましたが、受注・売上の大幅な減少、営業利益の減

少等、多くの課題を残しました。

  平成20年度はこうした課題に対処すべく、次のような事業戦略を実行してまいります。

１） 成長市場へのシフト

　成長市場である東京地区民需ビジネスにおける市場拡大と売上・利益の拡大を図るため、組織体制の強化と資源の

集中を行います。

　大手、準大手・中堅、中小の３つの市場別に営業組織を再編成し、マーケット攻略機能を明確化して、それぞれの

お客様の規模に合った最適なソリューション・サービスを拡販してまいります。

２） 中小市場における新しいビジネスモデルの確立

　中小市場に特化した営業本部を新設し、新規顧客開拓のためのマーケティングセンター、ソフト・ハードベンダー

の専門家が集結したコラボレーションセンターなどの支援機能を活用した効率的営業により、プロダクトやWebソリュー

ションを拡販する、新たなビジネスモデルを確立してまいります。

３）コンサル型営業の拡大

  フリーコンサルティングと情報投資効果提案を組み合わせたコンサル型営業の浸透により、売上総利益率が改善し

ておりますが、この営業方式を、従来の民需中心から、自治体、医療機関へ拡大し、自社ソリューションの更なる拡

販に努めます。

４） 自社ソリューションの強化

　今後の利益成長のため、「ITマネジメントサービス」、「WebAS Component」を中心とする自社ソリューションの強

化を進めてまいります。

ⅰ)「ITマネジメントサービス」は、需要が高いアウトソーシングのサービス強化や複数の運用サービスをパック化し

たメニューの拡大等に注力し、ストックビジネスの拡大に努めます。

ⅱ)「WebAS Component」は、業種・業務別ソリューションの新規開発を進め、ラインナップの充実を図るとともに、

基本機能にハードウェア・システム構築・保守等をセットにしたパック商品を投入し、中小市場への拡販に努めま

す。

ⅲ)ロジスティックソリューション、オープンソフトウェアソリューション、SaaS型グループウェアなど新しい自社ソ

リューションの拡販に努めます。

５） コストマネジメント強化

　営業利益の拡大、高収益体質の構築を目的として、コストの最適化を推進してまいります。

６） 内部統制強化

　当社グループは、会社法に基づき、内部統制体制の整備に関する基本方針を定め、業務の有効性と効率性の確保、

財務報告の信頼性の確保、法令等の遵守、資産の保全に努めておりますが、平成20年度は、財務報告の信頼性の確保

に関連し、金融商品取引法に基づく報告制度の運用が開始されますので、法令に則った適切な運用を行ってまいりま

す。

　当社グループにおきましては、営業、システム、サポートサービス、コンストラクションの総合力を発揮し、一層

の業績向上に努めてまいります。
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［平成20年度連結業績見通し］

　平成20年度の業績につきましては、売上高は150,000百万円（当期比0.8％増）、営業利益は4,400百万円（同20.5％

増）、経常利益は3,600百万円（同6.3％増）、当期純利益は2,000百万円（同7.9％増）を予想しております。

第2四半期連結累計会計期間 通期

平成19年度 平成20年度 増減率（％） 平成19年度 平成20年度 増減率（％）

売上高（百万円） 69,348 69,600 0.4 148,855 150,000 0.8

営業利益（百万円） 582 1,100 88.9 3,652 4,400 20.5

経常利益（百万円） 621 650 4.7 3,385 3,600 6.3

当期純利益（百万円） 234 300 27.9 1,853 2,000 7.9

(2）財政状態に関する分析

①主要な資産・負債及び純資産の状況

（資産）

　総資産は、前連結会計年度より4,142百万円減少(前年比3.5%減)して114,260百万円となりました。官公庁ビジネス

において、大型プロジェクトが延伸あるいは中止になったことが影響したため、受取手形及び売掛金は3,216百万円減

少し、たな卸資産は1,162百万円増加しました。また、資金運用を短期の債券を中心とした安全資産へシフトしたため、

有価証券は3,117百万円増加した一方、現金及び預金は1,070百万円、投資有価証券は2,117百万円それぞれ減少しまし

た。

（負債）

　負債は、前連結会計年度より5,038百万円減少（同8.8%減）して52,000百万円となりました。第４四半期において、

ハードウェアを中心とした仕入高が前年同期より減少したため、支払手形及び買掛金は4,883百万円減少しました。

（純資産）

　純資産は、前連結会計年度より896百万円増加（同1.5%増）して62,259百万円となりました。利益剰余金が、当期純

利益の計上により1,853百万円増加し、配当により450百万円減少しました。また、保有する有価証券の価格下落によ

り、その他有価証券評価差額金が506百万円減少しました。

②キャッシュ・フローの状況

 
（百万円） 

     0 

20,000 

36,000 

35,000 

現金及び 
現金同等物 
期首残高 

38,000 

39,000 

37,777 

営業C/F 投資C/F 財務C/F 現金及び 
現金同等物 
期末残高 

△453 

△16,857 

△451 

当期減少額 
△17,762 

キャッシュ・フローの状況（平成19年度） 

20,015 

37,000 
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　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動、投資活動及び財務活動に

よるキャッシュ・フローがそれぞれ減少したため、期首より17,762百万円減少し20,015百万円（前年比47.0%減）とな

りました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は453百万円となりました。

　「税金等調整前当期純利益」3,434百万円及び「売上債権の減少額」3,218百万円が資金の増加要因となりましたが、

「仕入債務の減少額」4,883百万円、「たな卸資産の増加額」1,162百万円及び「法人税等の支払額」1,820百万円など

資金の減少要因が全体として上回りました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は16,857百万円となりました。

　有価証券・投資有価証券の売買による資金の純増が3,037百万円、及び投資不動産売却を主とした「投資その他の資

産の回収による収入」703百万円があった一方で、償還期間１年の預け金20,000百万円を設定したため資金の減少とな

りました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は451百万円となりました。主に配当金の支払によるものであります。

 

［連結キャッシュ・フローの状況］

平成17年度
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31日)

平成18年度
(自平成18年４月１日
至平成19年３月31日)

平成19年度
(自平成19年４月１日
至平成20年３月31日)

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,471 1,689 △453

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,138 1,124 △16,857

財務活動によるキャッシュ・フロー △318 △399 △451

現金及び現金同等物の増減額 2,014 2,414 △17,762

現金及び現金同等物の期末残高 35,362 37,777 20,015

［キャッシュ・フロー関連指標の推移］

平成17年度
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31日)

平成18年度
(自平成18年４月１日
至平成19年３月31日)

平成19年度
(自平成19年４月１日
至平成20年３月31日)

自己資本比率（％） 50.7 51.8 54.5

時価ベースの自己資本比率（％） 47.5 41.0 26.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － －

※　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

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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．各指標は、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（自己株式控除後）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、利払いについては、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。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　利益配分につきましては、株主の皆様への安定的・機動的な配当と、事業基盤の安定・拡充に備えるための内部留

保の充実を、総合的に考慮して決定することを基本方針としております。

　内部留保資金につきましては、新サービスの提供のために活用してまいります。

［配当］

  当事業年度の期末配当につきましては、厳しい事業環境ながら前事業年度並みの当期純利益を計上することができ

ましたので、機動的に利益を還元するとの観点から、また、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするべく、1株につき

10円とし、支払開始日を平成20年6月9日といたします。

　この結果、中間配当金1株当たり8円(前事業年度は7円)と合わせた年間配当金は1株当たり18円(前事業年度は16円)

となります。

［自己株式の取得］

　当社は、平成20年4月28日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法

第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得することを決議いたしました。

 1）自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上を図るとともに、機動的な資本政策を遂行するため。

 2）取得の内容

ⅰ)取得する株式の種類

普通株式

ⅱ)取得する株式の総数

300,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 1.1%）

ⅲ)取得価額の総額

400百万円（上限）

ⅳ)取得する期間

平成20年5月１日～平成20年6月13日
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２．企業集団の状況
 

　最近の有価証券報告書（平成19年6月26日提出）における「事業系統図」から重要な変更がないため開示を省略いたし

ます。

３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　「中期経営計画の経営目標値」以外の項目につきましては、平成19年3月期中間決算短信（平成18年10月26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いたします。

　当該中間決算短信は、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.fjb.fujitsu.com

 (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

(2）中長期的な会社の経営戦略

　「中期経営計画の経営目標値」以外の項目につきましては、平成19年3月期中間決算短信（平成18年10月26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いたします。

　当該中間決算短信は、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.fjb.fujitsu.com

  (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

　なお、「中期経営計画の経営目標値」につきましては、昨今の経営環境を鑑み、平成21年3月期の連結業績予想のと

おりといたしました。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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)

増減率
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 12,383 11,312   

２．受取手形及び売掛金  ※４ 43,317 40,100   

３．有価証券 2,409 5,526   

４．たな卸資産 10,477 11,640   

５．繰延税金資産 2,078 2,008   

６．預け金 23,386 23,675   

７．その他 2,802 565   

８．貸倒引当金 △49 △12   

流動資産合計 96,806 81.8 94,817 83.0 △1,988 △2.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 1,338 1,246   

(2）工具器具及び備品 596 598   

(3）土地 1,083 1,083   

(4）建設仮勘定 62 86   

有形固定資産合計 ※１ 3,081 2.6 3,016 2.6 △65 △2.1

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 1,198 936   

(2）その他  ※２ 163 163   

無形固定資産合計 1,362 1.1 1,099 1.0 △263 △19.3

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※３ 10,993 8,875   

(2）繰延税金資産 4,443 4,890   

 (3）その他 2,235 2,045   

(4）貸倒引当金 △518 △484   

投資その他の資産合計 17,153 14.5 15,327 13.4 △1,825 △10.6

固定資産合計 21,596 18.2 19,443 17.0 △2,153 △10.0

資産合計 118,403 100.0 114,260 100.0 △4,142 △3.5
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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)

増減率
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金  ※４ 35,543 30,660   

２．未払法人税等 1,688 1,478   

３．その他 8,342 8,345   

流動負債合計 45,573 38.5 40,484 35.4 △5,089 △11.2

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 11,250 11,235   

２．役員退職慰労引当金 215 281   

固定負債合計 11,465 9.7 11,516 10.1 50 0.4

負債合計 57,039 48.2 52,000 45.5 △5,038 △8.8

（純資産の部）       

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  12,220 10.3 12,220 10.7   

２．資本剰余金  11,811 10.0 11,811 10.3   

３．利益剰余金  37,122 31.3 38,525 33.7   

４．自己株式  △6 △0.0 △7 △0.0   

株主資本合計  61,147 51.6 62,549 54.7 1,402 2.3

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

 216 0.2 △289 △0.2   

評価・換算差額等合計  216 0.2 △289 △0.2 △506 －

純資産合計  61,363 51.8 62,259 54.5 896 1.5

負債純資産合計  118,403 100.0 114,260 100.0 △4,142 △3.5
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(2）連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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)

増減率
（％）

Ⅰ　売上高 158,677 100.0 148,855 100.0 △9,821 △6.2

Ⅱ　売上原価 132,312 83.4 122,692 82.4 △9,619 △7.3

売上総利益 26,364 16.6 26,163 17.6 △201 △0.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 22,276 14.0 22,510 15.1 233 1.1

営業利益 4,088 2.6 3,652 2.5 △435 △10.7

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 670 968

２．持分法による投資利益 17 10

３．雑収入 130 818 0.5 112 1,090 0.7 272 33.3

Ⅴ　営業外費用

１．退職給付積立不足償却
額

1,253 1,253

２．雑支出 157 1,411 0.9 104 1,358 0.9 △53 △3.8

経常利益 3,495 2.2 3,385 2.3 △109 △3.1

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 － 33

２．投資等売却益 － 511

３．投資有価証券売却益 155 16

４．その他 － 155 0.1 0 562 0.4 406 262.0

Ⅶ　特別損失

１．事業構造改善費用 － 423

２．投資有価証券売却損 99 50

３．投資有価証券評価損  1 37

４．投資等評価損 － 2

５．投資等償還損  3 103 0.1 － 513 0.4 410 397.0

税金等調整前当期純利
益

3,547 2.2 3,434 2.3 △113 △3.2

法人税、住民税及び事
業税

1,879 1,613

法人税等調整額 △200 1,679 1.0 △32 1,580 1.1 △99 △5.9

当期純利益 1,867 1.2 1,853 1.2 △14 △0.8
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(3）連結株主資本等変動計算書

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）

株主資本
評価・換算差額

等
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

12,220 11,811 35,701 △5 59,727 206 59,933

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △211  △211  △211

剰余金の配当   △185  △185  △185

取締役賞与金（注）   △50  △50  △50

当期純利益   1,867  1,867  1,867

自己株式の取得    △0 △0  △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     9 9

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 1,420 △0 1,419 9 1,429

平成19年３月31日　残高
（百万円）

12,220 11,811 37,122 △6 61,147 216 61,363

 （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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本
評価・換算差額

等
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

12,220 11,811 37,122 △6 61,147 216 61,363

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △450  △450  △450

当期純利益   1,853  1,853  1,853

自己株式の取得    △1 △1  △1

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     △506 △506

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 1,403 △1 1,402 △506 896

平成20年３月31日　残高
（百万円）

12,220 11,811 38,525 △7 62,549 △289 62,259
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 3,547 3,434

減価償却費 845 816

退職給付引当金の増減額（減少：△） 162 △14

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △6 65

貸倒引当金の増減額（減少：△） △68 △72

受取利息及び受取配当金 △670 △968

持分法による投資損益（利益：△） △17 △10

投資有価証券評価損 1 37

投資等評価損 － 2

投資等償還損 3 －

投資有価証券売却益 △155 △16

投資有価証券売却損 99 50

投資等売却益 － △511

事業構造改善費用 － 423

有形固定資産廃却損 59 22

無形固定資産廃却損 0 0

その他損益（収益：△） 24 23

売上債権の増減額（増加：△） △257 3,218

たな卸資産の増減額（増加：△） 435 △1,162

その他資産の増減額（増加：△） 122 383

仕入債務の増減額（減少：△） △1,585 △4,883

未払消費税等の増減額（減少：△） △55 △39

その他負債の増減額（減少：△） 516 △382

取締役賞与金の支払額 △50 －

小計 2,950 417

利息及び配当金の受取額 684 949

法人税等の支払額 △1,945 △1,820

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,689 △453
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

有価証券の取得による支出 △1,300 △2,995

有価証券の売却による収入 2,510 3,395

預け金の預入による支出 － △20,000

有形固定資産の取得による支出 △426 △299

無形固定資産の取得による支出 △484 △238

投資有価証券の取得による支出 △3,640 △2,103

投資有価証券の売却による収入 4,453 4,740

敷金保証金の払込による支出 △122 △24

敷金保証金の返還による収入 110 51

投資その他の資産の取得による支出 △10 △88

投資その他の資産の回収による収入 33 703

その他 0 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,124 △16,857

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △398 △450

その他 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △399 △451

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 2,414 △17,762

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 35,362 37,777

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 37,777 20,015
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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
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　本連結財務諸表は、すべての子会社３社

を連結したものであります。

同左

（連結子会社名）

　エフ・ジェイ・ビー・サプライ㈱

　ＦＪＢエージェント㈱

　コンテンツ・プランナー㈱

（連結子会社名）

同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1)持分法適用の関連会社数　１社

ウェブテクノロジー㈱

(2）持分法を適用していない関連会社

（㈱三光通信他1社）は、当期純利益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重

要性がないため、持分法の適用範囲から

除外しております。

(1)持分法適用の関連会社数　１社

同左

(2）持分法を適用していない関連会社

同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　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

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

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

　連結会計年度末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法によって処理し、売却原価

は移動平均法により算定しておりま

す。）

①　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

時価のないもの

　　　　主として移動平均法に基づく原

　　　価法

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

機器及び材料

　先入先出法による原価法

②　たな卸資産

機器及び材料

同左

仕掛品

　個別法による原価法

仕掛品

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

　主として定率法を採用しております。

①　有形固定資産

定額法

　減価償却費の計算には見積耐用年数を

使用しております。

（主な耐用年数）

建物及び構築物　　　３～50年

工具器具及び備品　　２～20年

 

（主な耐用年数）

建物及び構築物　　　３～50年

工具器具及び備品　　２～20年

 

(株)富士通ビジネスシステム(8092)　平成 20 年３月期決算短信

－ 16 －



項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

―――――― （有形固定資産の減価償却方法の変更及

び耐用年数・残存価額の見直し）

　従来、有形固定資産の減価償却の方法

は主として定率法を採用しておりました

が、当連結会計年度から定額法へ変更し

ました。あわせて耐用年数についてもビ

ジネスごとに実態に応じた回収期間を反

映したものとし、残存価額についても実

質的残存価額としました。

　この変更は、当連結会計年度より親会

社である富士通株式会社が有形固定資産

の減価償却方法を定率法から定額法に変

更することに伴い、親子会社間の会計処

理を統一すること、また、当社グループ

の減価償却費をより適正に期間配分する

ことを目的としております。

　当社グループの有形固定資産は、耐用

年数にわたってほぼ平均的に利用してお

ります。うち、工具器具及び備品の大部

分を占めるサーバ・ネットワーク機器は、

使用期間にわたる定額保守契約が一般化

し、設備修繕費用はほぼ平準化しており

ます。

　また、アウトソーシングサービスなど、

役務提供期間にわたって収益認識をする

サービスへの設備投資が近年増加してお

り、こうした設備投資の状況を適時に把

握できるような社内体制も整備されまし

た。

　これによる影響額は軽微であります。

②　無形固定資産

　市場販売目的のソフトウェアについて

は、主として見込販売数量（有効期間３

年）に基づく方法、自社利用のソフト

ウェアについては、社内における利用可

能期間（５年以内）に基づく定額法を採

用しております。

②　無形固定資産

同左
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　当連結会計年度末に有する売掛金、貸

付金その他これらに準ずる債権の貸倒れ

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

性を検討し、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　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計上しており

ます。

　会計基準変更時差異は、10年による均

等額を費用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間による定額法により

費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間に基づく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。

②　退職給付引当金

同左

③　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。

③　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

成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

①　消費税等の会計処理

同左

②　ソフトウェア開発契約の収益認識基準

　ソフトウェアの開発契約のうち一定金

額以上のものについては、進行基準によ

り収益を認識しております。

②　ソフトウェア開発契約の収益認識基準

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　全面時価評価法を採用しております。 同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

　５年間の定額法により償却を行っており

ます。

同左

７．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カ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
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 4,863百万円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 4,779百万円

※２　のれんの額 3百万円 ※２　のれんの額  2百万円 

※３　関連会社に対するもの ※３　関連会社に対するもの

　　　　投資有価証券（株式） 162百万円 　　　　投資有価証券（株式）    162百万円

※４　連結会計年度末満期手形 ※４　　　　　　　　──────

　連結会計年度末日の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、当連結会計年度の末日は金融機関の休日で

あったため、次の満期手形が連結会計年度末日残

高に含まれております。

受取手形 161百万円

支払手形 11百万円

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

従業員給料手当  7,939百万円

従業員賞与 3,050

ソフトウェア費 2,569

退職給付費用 260

役員退職慰労引当金繰入額 107

貸倒引当金繰入額 4

従業員給料手当 8,089百万円

従業員賞与 2,923

ソフトウェア費 2,655

退職給付費用 305

役員退職慰労引当金繰入額 76

※２　研究開発費の総額 ※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費   497百万円 一般管理費に含まれる研究開発費  485百万円

(株)富士通ビジネスシステム(8092)　平成 20 年３月期決算短信

－ 19 －



（連結株主資本等変動計算書関係）

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．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 26,493 － － 26,493

合計 26,493 － － 26,493

自己株式

普通株式（注） 4 0 － 4

合計 4 0 － 4

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（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28日

定時株主総会
普通株式 211 8 平成18年３月31日 平成18年６月28日

平成18年10月26日

取締役会
普通株式 185 7 平成18年９月30日 平成18年12月１日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（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５月24日

取締役会
普通株式 238 利益剰余金 9 平成19年３月31日 平成19年６月27日
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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 26,493 － － 26,493

合計 26,493 － － 26,493

自己株式

普通株式（注） 4 0 － 5

合計 4 0 － 5

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月24日

取締役会
普通株式 238 9 平成19年３月31日 平成19年６月27日

平成19年10月25日

取締役会
普通株式 211 8 平成19年９月30日 平成19年11月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　次のとおり、決議を予定しております。

（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20年５月23日

取締役会
普通株式 264 利益剰余金 10 平成20年３月31日 平成20年６月９日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

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） （平成20年３月31日）

現金及び預金勘定 12,383百万円

有価証券勘定 2,409

預け金勘定 23,386

償還期間が３ヶ月を超える債券 △402

現金及び現金同等物 37,777

現金及び預金勘定 11,312百万円

有価証券勘定 5,526

預け金勘定 23,675

償還期間が３ヶ月を超える債券 △499

預入期間が預入日から３ヶ月を

超える預け金

△20,000

現金及び現金同等物 20,015

（リース取引関係）

 　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。
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

時価が連結貸借対照

表計上額を超えるも

の

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 593 600 7 294 295 1

(3）その他 － － － － － －

小計 593 600 7 294 295 1

時価が連結貸借対照

表計上額を超えない

もの

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 593 600 7 294 295 1

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

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）

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）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 111 194 82 77 93 15

(2）債券 1,580 1,590 9 1,188 1,196 8

(3）その他 3,594 4,006 412 298 335 37

小計 5,287 5,791 504 1,564 1,625 61

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 88 80 △8 124 80 △43

(2）債券 199 198 △0 896 890 △5

(3）その他 2,933 2,786 △147 5,183 4,693 △490

小計 3,222 3,065 △156 6,204 5,664 △540

合計 8,509 8,857 347 7,768 7,289 △478

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

当連結会計年度
（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

6,348 155 99 7,815 17 50
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４．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

非上場債券 1,105 2,002

(2）その他有価証券

非上場株式 480 414

短期の投資信託 2,007 4,028

投資事業組合への出資金 196 209

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類

前連結会計年度（平成19年３月31日） 当連結会計年度（平成20年３月31日）

１年以内
（百万円）

１年超５年
以内
（百万円）

５年超10年
以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超５年
以内
（百万円）

５年超10年
以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．債券

(1）国債・地方債等 － － － － － － － －

(2）社債 402 1,287 198 － 1,200 1,100 200 －

(3）その他 0 1,104 0 － 300 1,102 － －

２．その他 － － － － － － － －

合計 402 2,391 198 － 1,500 2,202 200 －

　（注）　前連結会計年度において、有価証券（非上場株式）について1百万円減損処理を行っております。

当連結会計年度において、有価証券について37百万円（上場株式2百万円，非上場株式34百万円）減損処理を

行っております。

 

（デリバティブ取引関係）

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので

該当事項はありません。

（退職給付関係）

前連結会計年度 当連結会計年度

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生

年金基金制度（東京都電設工業厚生年金基金）、企業年金制度

（キャッシュバランスプラン）及び退職一時金制度を設けており

ます。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した

数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払

う場合があります。

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び当社の連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生

年金基金制度（東京都電設工業厚生年金基金）、企業年金制度

（キャッシュバランスプラン）及び退職一時金制度を設けており

ます。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した

数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払

う場合があります。

　なお、厚生年金基金については、複数事業主による総合設立型

の制度であり、当社グループの拠出に対する年金資産の額を合理

的に配分できないため、退職給付債務及び年金資産に含めており

ません。厚生年金基金の年金資産を給与総額割合で算出した当社

グループの年金資産は、当連結会計年度末で26,998百万円であり

ます。

　なお、厚生年金基金制度(東京都電設工業厚生年金基金)は、事

業主拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度で

あり、本制度に関する事項は次の通りであります。

①制度全体の積立状況に関する事項(平成19年３月31日)

（単位：百万円）

　年金資産の額 204,221

　年金財政計算上の給付債務の額 197,752

　差引額 6,469

 ②制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合

（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日） 13.7％

(株)富士通ビジネスシステム(8092)　平成 20 年３月期決算短信

－ 23 －



前連結会計年度 当連結会計年度

２．退職給付債務に関する事項（平成19年３月31日） ２．退職給付債務に関する事項（平成20年３月31日）

（単位：百万円）

①退職給付債務 21,277

②年金資産 △11,930

③未積立退職給付債務（①＋②） 9,346

④会計基準変更時差異の未処理額 △3,761

⑤未認識数理計算上の差異 1,520

⑥未認識過去勤務債務（債務の減額） 4,144

⑦退職給付引当金(③＋④＋⑤＋⑥） 11,250

（単位：百万円）

①退職給付債務 22,067

②年金資産 △11,274

③未積立退職給付債務（①＋②） 10,793

④会計基準変更時差異の未処理額 △2,507

⑤未認識数理計算上の差異 △851

⑥未認識過去勤務債務（債務の減額） 3,801

⑦退職給付引当金(③＋④＋⑤＋⑥） 11,235

（注）　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり

簡便法を採用しております。

（注）　連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法

を採用しております。

  

３．退職給付費用に関する事項（自平成18年４月１日　至平成19年３

月31日）

３．退職給付費用に関する事項（自平成19年４月１日　至平成20年３

月31日）

（単位：百万円）

①勤務費用(注２,３) 1,905

②利息費用 515

③期待運用収益 △481

④会計基準変更時差異の費用処理額 1,253

⑤数理計算上の差異の費用処理額 △121

⑥過去勤務債務の費用処理額 △343

⑦退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 2,726

（単位：百万円）

①勤務費用(注２,３) 1,914

②利息費用 528

③期待運用収益 △536

④会計基準変更時差異の費用処理額 1,253

⑤数理計算上の差異の費用処理額 △124

⑥過去勤務債務の費用処理額 △343

⑦退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 2,693

（注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金37百万円を

計上しております。

２．厚生年金基金に対する事業主拠出額を含めており

ます。

３．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、「①勤務費用」に計上しております。

（注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金494百万円を

計上しております。

２．厚生年金基金に対する事業主拠出額を含めており

ます。

３．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、「①勤務費用」に計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.5　％

③期待運用収益率 4.5　％

④数理計算上の差異の処理年数

各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間

⑤過去勤務債務の処理年数

発生時の従業員の平均残存勤務期間

⑥会計基準変更時差異の処理年数 10　年

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.5　％

③期待運用収益率 4.5　％

④数理計算上の差異の処理年数

各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間

⑤過去勤務債務の処理年数

発生時の従業員の平均残存勤務期間

⑥会計基準変更時差異の処理年数 10　年

  

（追加情報）

　当連結会計年度より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正

（その２）」（企業会計基準第14号　平成19年５月15日）を適用

しております。
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（税効果会計関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産

未払賞与 1,387百万円

未払事業税 151

貸倒引当金 168

退職給付引当金 4,554

役員退職慰労引当金 87

投資有価証券 24

連結子会社の繰越欠損金に対する

税効果
31

その他 553

繰延税金資産小計 6,958

評価性引当額 △199

繰延税金資産合計 6,759

   

繰延税金負債

特別償却準備金 △9百万円

プログラム等準備金 △16

固定資産圧縮積立金 △63

その他有価証券評価差額金 △147

その他 △0

繰延税金負債合計 △237

繰延税金資産の純額 6,522

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 2,078百万円

固定資産－繰延税金資産 4,443

流動負債－繰延税金負債 －

固定負債－繰延税金負債 －

繰延税金資産

未払賞与 1,257百万円

未払事業税 134

貸倒引当金 159

退職給付引当金 4,549

役員退職慰労引当金 114

投資有価証券 27

その他有価証券評価差額金 197

連結子会社の繰越欠損金に対する

税効果
19

その他 727

繰延税金資産小計 7,186

評価性引当額 △219

繰延税金資産合計 6,967

   

繰延税金負債

プログラム等準備金 △7

固定資産圧縮積立金 △60

その他 △0

繰延税金負債合計 △67

繰延税金資産の純額 6,899

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 2,008百万円

固定資産－繰延税金資産 4,890

流動負債－繰延税金負債 －

固定負債－繰延税金負債 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.50 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
2.91

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△0.09

住民税均等割等 2.36

評価性引当額 1.55

その他 0.11

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.34

法定実効税率 40.50 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
3.25

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△0.14

住民税均等割等 2.31

評価性引当額 0.59

その他 △0.49

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.02
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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

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは、情報通信分野におけるシステムインテグレーショ

ン及びサービスの提供を行う単一の事業活動を営んでいるため、該当事項はありません。

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、本邦以外の国また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、海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を

省略しております。
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（関連当事者との取引）

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）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

親会社
富士通株

式会社

川崎市

中原区
324,625

情報処理シ

ステム、通

信システム

及び電子デ

バイスの開発、

製造、販売

ならびにこ

れらに関す

る各種サー

ビスの提供

(被所有）

直接52.6%

間接 0.1%

転籍

８人

当社取扱

商品の仕

入先、

サービス

ビジネス

の請負等

サービスビジ

ネスの請負等
8,361 売掛金 3,293

機器等の仕入 61,559 買掛金 18,755

　（注）１．機器等の仕入については、パートナー契約に基づき、他のパートナーと同一条件で取引しております。

２．サービスビジネスの請負等については、一般的取引条件と同一条件で取引しております。

３．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2）兄弟会社等

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

親会社の

子会社

富士通サ

ポートア

ンドサー

ビス株式

会社

東京都

港区
9,401

情報システ

ムの企画・

設計、導

入・構築、

運用・保守

までの総合

的なサービ

ス

なし なし
保守の請

負等
保守の請負等 11,438 売掛金 3,195

　（注）１．保守の請負等については、一般的取引条件と同一条件で取引しております。

２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

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

親会社の

子会社

富士通

キャピタ

ル株式会

社

東京都

港区
100

富士通国内

グループ会

社に対する

金銭の貸付

及びこれに

付帯関連す

る一切の業

務

なし なし
資金の運

用委託他

資金の運用委

託
197,329 預け金 23,386

売上債権の売

却
24,167

流動資

産・その

他(未収

入金)

621

　（注）　資金運用委託他については、市中金利等を勘案して決定しております。
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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

(1）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

親会社
富士通株

式会社

川崎市

中原区
324,625

ソフトウェ

ア・サービス、

情報処理お

よび通信分

野の製品の

開発、製造、

販売および

サービスの

提供

(被所有）

直接52.6%

間接 0.1%

転籍

８人

当社取扱

商品の仕

入先、

サービス

ビジネス

の請負等

サービスビジ

ネスの請負等
7,370 売掛金 3,168

機器等の仕入 54,974 買掛金 15,799

　（注）１．機器等の仕入については、パートナー契約に基づき、他のパートナーと同一条件で取引しております。

２．サービスビジネスの請負等については、一般的取引条件と同一条件で取引しております。

３．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2）兄弟会社等

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

親会社の

子会社

株式会社

富士通エ

フサス

東京都

港区
9,401

情報システ

ムの企画・

設計、導

入・構築、

運用・保守

までの総合

的なサービ

ス

なし なし
保守の請

負等
保守の請負等 10,457 売掛金 1,868

　（注）１．保守の請負等については、一般的取引条件と同一条件で取引しております。

２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

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

親会社の

子会社

富士通

キャピタ

ル株式会

社

東京都

港区
100

富士通国内

グループ会

社に対する

金銭の貸付

及びこれに

付帯関連す

る一切の業

務

なし なし
資金の運

用委託他

資金の運用委

託
45,088 預け金 23,675

　（注）　資金運用委託他については、市中金利等を勘案して決定しております。
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（１株当たり情報）

項目
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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額（円） 2,316.58 2,350.47

１株当たり当期純利益金額（円） 70.52 69.98

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 　潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、潜在株式

が存在しないため記載しておりま

せん。

同左

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（百万円） 1,867 1,853

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,867 1,853

期中平均株式数（株） 26,489,156 26,488,538

（重要な後発事象）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────── （自己株式の取得）

　当社は、平成20年４月28日開催の取締役会において、会

社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式を取得

することを決議いたしました。

(1）自己株式の取得を行う理由

資本効率の向上を図るとともに、機動的な資本政策

を遂行するため。

(2）取得の内容

①取得する株式の種類

普通株式

②取得する株式の総数

300,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割

合 1.1%）

③取得価額の総額

400百万円（上限）

④取得する期間

平成20年５月１日～平成20年６月13日
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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)

増減率
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 11,865 10,822   

２．受取手形  2,271 2,274   

３．売掛金  39,809 36,814   

４．有価証券 2,409 5,526   

５．機器及び材料 125 132   

６．仕掛品 10,311 11,482   

７．繰延税金資産 2,010 1,974   

８．預け金 23,386 23,675   

９．未収入金 2,814 540   

10．その他 28 77   

11．貸倒引当金 △38 △10   

流動資産合計 94,994 81.4 93,312 82.7 △1,682 △1.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1)建物 3,771 3,805

減価償却累計額 △2,475 1,296 △2,593 1,211   

(2)構築物 227 227

減価償却累計額 △186 41 △193 34   

(3)工具器具及び備品 2,768 2,561

減価償却累計額 △2,174 594 △1,964 597   

(4)土地 1,083 1,083   

(5)建設仮勘定 62 86   

有形固定資産合計 3,078 2.6 3,014 2.7 △64 △2.1

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 1,195 932   

(2）電話加入権 153 153   

(3）その他 － 0   

無形固定資産合計 1,349 1.2 1,086 1.0 △263 △19.5
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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)

増減率
（％）

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 10,826 8,710   

(2）関係会社株式 321 313   

(3）従業員長期貸付金 52 46   

(4）更生債権等 514 479   

(5）繰延税金資産 4,423 4,828   

(6）敷金保証金 1,408 1,378   

(7）その他 239 119   

(8）貸倒引当金 △514 △477   

投資その他の資産合計 17,271 14.8 15,398 13.6 △1,872 △10.8

固定資産合計 21,699 18.6 19,499 17.3 △2,200 △10.1

資産合計 116,694 100.0 112,811 100.0 △3,883 △3.3

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  58 23   

２．買掛金  34,328 29,731   

３．未払金 1,266 1,467   

４．未払費用 3,893 3,554   

５．未払法人税等 1,676 1,467   

６．未払消費税等 1,202 1,175   

７．前受金 1,408 1,671   

８．預り金 164 196   

９．その他 195 111   

流動負債合計 44,194 37.9 39,399 34.9 △4,794 △10.9

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 11,137 11,128   

２．役員退職慰労引当金 203 265   

固定負債合計 11,341 9.7 11,394 10.1 52 0.5

負債合計 55,535 47.6 50,793 45.0 △4,742 △8.5
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20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)

増減率
（％）

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１．資本金   12,220 10.5  12,220 10.8   

２．資本剰余金          

(1）資本準備金  11,811   11,811     

資本剰余金合計   11,811 10.1  11,811 10.5   

３．利益剰余金          

(1）利益準備金  503   503     

(2）その他利益剰余金          

固定資産圧縮積立金  93   88     

プログラム等準備金  32   19     

特別償却準備金  14   －     

別途積立金  33,458   33,458     

繰越利益剰余金  2,816   4,212     

利益剰余金合計   36,918 31.6  38,282 33.9   

４．自己株式   △6 △0.0  △7 △0.0   

株主資本合計   60,943 52.2  62,307 55.2 1,363 2.2

Ⅱ　評価・換算差額等          

１．その他有価証券評価差
額金

  215 0.2  △288 △0.2 △504  

評価・換算差額等合計   215 0.2  △288 △0.2 △504 －

純資産合計   61,159 52.4  62,018 55.0 859 1.4

負債純資産合計   116,694 100.0  112,811 100.0 △3,883 △3.3
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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)

増減率
（％）

Ⅰ　売上高  152,411 100.0 142,918 100.0 △9,493 △6.2

Ⅱ　売上原価  127,284 83.5 117,966 82.6 △9,317 △7.3

売上総利益 25,127 16.5 24,951 17.4 △175 △0.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  21,026 13.8 21,334 14.9 308 1.5

営業利益 4,100 2.7 3,616 2.5 △484 △11.8

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 62 176

２．有価証券利息 609 794

３．雑収入 128 800 0.5 112 1,083 0.8 282 35.3

Ⅴ　営業外費用

１．退職給付積立不足償却
額

1,253 1,253

２．雑支出 155 1,409 0.9 104 1,357 1.0 △51 △3.7

経常利益 3,492 2.3 3,341 2.3 △150 △4.3

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 － 27

２．投資等売却益 － 511

３．投資有価証券売却益 151 16

４．その他 － 151 0.1 0 556 0.4 405 267.9

Ⅶ　特別損失

１．事業構造改善費用 － 423

２．投資有価証券売却損 99 50

３．投資有価証券評価損  1 37

４．投資等評価損  － 2

５．投資等償還損 3 103 0.1 － 513 0.3 410 397.0

税引前当期純利益 3,539 2.3 3,384 2.4 △155 △4.4

法人税、住民税及び事
業税

1,860 1,595

法人税等調整額 △225 1,634 1.1 △25 1,569 1.1 △65 △4.0

当期純利益 1,905 1.2 1,815 1.3 △90 △4.7
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（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

資本
準備金

利益
準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立

金

プログラ
ム等準備

金

特別償却
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）

12,220 11,811 503 102 63 74 32,458 2,258 35,460 △5 59,486

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩
（注）

   △4    4 －  －

固定資産圧縮積立金の取崩    △4    4 －  －

プログラム等準備金の取崩
（注）

    △16   16 －  －

プログラム等準備金の取崩     △14   14 －  －

特別償却準備金の取崩（注）      △30  30 －  －

特別償却準備金の取崩      △30  30 －  －

別途積立金の積立（注）       1,000 △1,000 －  －

剰余金の配当（注）        △211 △211  △211

剰余金の配当        △185 △185  △185

取締役賞与金（注）        △50 △50  △50

当期純利益        1,905 1,905  1,905

自己株式の取得          △0 △0

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）

－ － － △9 △30 △60 1,000 558 1,458 △0 1,457

平成19年３月31日　残高
（百万円）

12,220 11,811 503 93 32 14 33,458 2,816 36,918 △6 60,943

 （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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評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

203 59,689

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩
（注）

 －

固定資産圧縮積立金の取崩  －

プログラム等準備金の取崩
（注）

 －

プログラム等準備金の取崩  －

特別償却準備金の取崩（注）  －

特別償却準備金の取崩  －

別途積立金の積立（注）  －

剰余金の配当（注）  △211

剰余金の配当  △185

取締役賞与金（注）  △50

当期純利益  1,905

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

12 12

事業年度中の変動額合計
（百万円）

12 1,469

平成19年３月31日　残高
（百万円）

215 61,159
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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

利益
準備金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

固定資産
圧縮積立

金

プログラ
ム等準備

金

特別償却
準備金 

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）

12,220 11,811 503 93 32 14 33,458 2,816 36,918 △6 60,943

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩    △4    4 －  －

プログラム等準備金の取崩     △13   13 －  －

特別償却準備金の取崩      △14  14 －  －

剰余金の配当        △450 △450  △450

当期純利益        1,815 1,815  1,815

自己株式の取得          △1 △1

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）

－ － － △4 △13 △14 － 1,396 1,364 △1 1,363

平成20年３月31日　残高
（百万円）

12,220 11,811 503 88 19 － 33,458 4,212 38,282 △7 62,307

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

215 61,159

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩  －

プログラム等準備金の取崩  －

特別償却準備金の取崩  －

剰余金の配当  △450

当期純利益  1,815

自己株式の取得  △1

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△504 △504

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△504 859

平成20年３月31日　残高
（百万円）

△288 62,018

(株)富士通ビジネスシステム(8092)　平成 20 年３月期決算短信

－ 36 －


