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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 77,311 2.8 4,694 39.6 4,974 37.4 2,275 45.5

19年３月期 75,171 9.4 3,363 36.5 3,619 29.7 1,564 22.8

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 83 － － 7.0 9.6 6.1

19年３月期 48 00 － － 4.9 7.2 4.5

（参考）持分法投資損益 20年３月期 21百万円 19年３月期 37百万円

(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 52,925 33,541 62.9 1,021 61

19年３月期 50,725 32,212 63.1 982 03

（参考）自己資本 20年３月期 33,287百万円 19年３月期 31,998百万円

(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 5,458 △2,546 △653 13,153

19年３月期 2,025 △1,753 △687 11,042

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 10 00 10 00 20 00 651 41.7 2.1
20年３月期 10 00 10 00 20 00 651 28.6 2.0

21年３月期（予想） 10 00 10 00 20 00 － 30.5 －

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 35,435 1.2 509 △54.6 568 △54.7 93 △76.4 2 85

通期 79,746 3.1 4,360 △7.1 4,459 △10.4 2,136 △6.1 65 55
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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　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、26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」および「表示方法の変更」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） 20年３月期 32,591,240株 19年３月期 32,591,240株

②　期末自己株式数 20年３月期 7,569株 19年３月期 7,409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、37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 60,871 4.2 3,513 85.6 4,004 72.6 1,529 22.0

19年３月期 58,397 9.7 1,893 1.6 2,320 △0.6 1,253 △49.5

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 46 94 － －

19年３月期 38 46 － －

(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 51,084 32,342 63.3 992 58

19年３月期 47,569 31,629 66.5 970 72

（参考）自己資本 20年３月期 32,342百万円 19年３月期 31,629百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（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２四半期累計期間 27,120 △0.5 606 △35.7 775 △34.8 374 △36.4 11 48

通期 60,903 0.1 3,659 4.2 3,981 △0.6 2,214 44.8 67 95

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は、６ページをご参照ください。

(株)株式会社電通国際情報サービス（4812）平成 20 年３月期決算短信
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　当期の経営成績

　当期におけるわが国経済は、企業収益の改善等を背景として緩やかな回復基調で推移いたしましたが、下期以降、

原油価格の高騰やサブプライムローン問題による金融市場の世界的混乱により、景気は後退懸念が強まっております。

当社グループを取り巻く事業環境につきましては、企業の情報化投資意欲は、特に金融業で旺盛であり、総じて堅調

に推移しました。

　このような経営環境のもと、顧客の経営課題に対応する価値あるソリューションの提供に努めた結果、当期におけ

る当社グループの連結売上高は、株式会社ブレイニーワークスおよび株式会社ISIDテクノソリューションズ等一部の

子会社で前期比減収となったものの、当社単体の増収に加え、子会社の株式会社ISIDインターテクノロジー、米国現

地法人および上海現地法人等が増収となったことにより、77,311百万円（前期比102.8％）となりました。

　利益面では、主として単体における売上総利益の増益に加え、子会社における売上総利益率の改善により、連結売

上総利益が前期比増益となりました。この結果、販売費及び一般管理費が、人員増および製品開発費の増加等により

前期比増加したものの、連結営業利益は、4,694百万円（前期比139.6％）、連結経常利益は、4,974百万円（前期比

137.4％）といずれも増益となりました。当期純利益につきましても、株式会社ISIDテクノソリューションズののれん

一時償却および投資有価証券評価損等により特別損失が増加したものの、2,275百万円（前期比145.5％）と前期比増

益となりました。

　当社単体の売上高は、ソフトウェア商品を始め、すべてのサービス品目が前期比増収となり、60,871百万円（前期

比104.2％）となりました。

　利益面では、増収効果に加え、不採算案件防止の徹底、プロジェクトマネジメントの強化ならびにオフショア開発

の積極的拡大など原価低減に取り組んだことで、売上総利益率が前期比改善し、売上総利益が前期比増益となりまし

た。一方、販売費及び一般管理費につきましては微増に留めた結果、営業利益は、3,513百万円（前期比185.6％）、

経常利益は、4,004百万円（前期比172.6％）と前期比大幅増益となりました。当期純利益につきましては、特別利益

に、平成19年６月に株式会社アルゴ21(*1)の当社所有株式を全株売却したことによる株式売却益を計上した一方、特

別損失に、株式会社ISIDテクノソリューションズ株式の評価損ならびに一部ソフトウェア製品の減損等を計上した結

果、1,529百万円（前期比122.0％）と前期比増益となりました。

(*1)株式会社アルゴ21は、平成20年４月１日付けでキヤノンシステムソリューションズ株式会社と合併し、キヤノンITソリューションズ株

式会社に商号変更いたしました。

サービス品目別営業状況

　当期における当社グループのサービス品目別の営業の状況は以下のとおりであります。

　(a)当社グループのサービス品目別売上の内訳

区分

　第32期（前期） 　第33期（当期）

前期比
自 平成18年４月１日 自 平成19年４月１日
至 平成19年３月31日 至 平成20年３月31日

金  額 構 成 比 金  額 構 成 比

情　　報
サービス

百万円 ％ 百万円 ％ ％

　システム開発 29,016 38.6 30,819 39.8 106.2

　ソフトウェア製品 4,458 5.9 4,403 5.7 98.8

　情報処理・通信サービス 4,314 5.8 4,476 5.8 103.8

計 37,789 50.3 39,698 51.3 105.1

情報関連
商品販売

　ソフトウェア商品 29,793 39.6 30,925 40.0 103.8

　情報機器販売 7,404 9.9 6,485 8.4 87.6

　その他 184 0.2 200 0.3 108.7

計 37,382 49.7 37,612 48.7 100.6

合　　　計 75,171 100.0 77,311 100.0 102.8

(株)株式会社電通国際情報サービス（4812）平成 20 年３月期決算短信
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　(b)当社単体のサービス品目別売上の内訳

区分

　　第32期（前期） 　　第33期（当期）

前期比
自 平成18年４月１日 自 平成19年４月１日
至 平成19年３月31日 至 平成20年３月31日

金  額 構 成 比 金  額 構 成 比

情　　報
サービス

百万円 ％ 百万円 ％ ％

　システム開発 23,126 39.6 23,312 38.3 100.8

　ソフトウェア製品 2,775 4.7 2,871 4.7 103.5

　情報処理・通信サービス 3,831 6.6 3,992 6.6 104.2

計 29,734 50.9 30,176 49.6 101.5

情報関連
商品販売

　ソフトウェア商品 23,793 40.7 25,720 42.2 108.1

　情報機器販売 4,761 8.2 4,847 8.0 101.8

　その他 108 0.2 126 0.2 116.7

計 28,663 49.1 30,694 50.4 107.1

合　　　計 58,397 100.0 60,871 100.0 104.2

システム開発

　当社グループ全体におけるシステム開発売上高は、30,819百万円（前期比106.2%）となりました。

　当社単体におきましては、サービス業向け大規模開発案件が前期に完了したものの、金融業向けにシステム統合案

件や既存システム再構築等を中心として売上高が拡大したことで、23,312百万円（前期比100.8％）と前期並みを維持

いたしました。　

　グループ会社におきましては、株式会社ISIDインターテクノロジー、米国現地法人および上海現地法人等で金融業

向けを中心に売上が拡大し、この結果、グループ全体では前期比増収となりました。

ソフトウェア製品

　当社グループ全体におけるソフトウェア製品売上高は、4,403百万円（前期比98.8％）となりました。

　当社単体におきましては、連結会計システム「STRAVIS（ストラビス）」や製造業向けプロジェクト管理システム

「Q-style（キュースタイル）」の販売が堅調に推移したこと等により、売上高は、2,871百万円（前期比103.5％）と

なりました。

　一方、グループ会社におきましては、株式会社ブレイニーワークスおよび株式会社ISIDテクノソリューションズで

減収となったことから、グループ全体としては前期並みの売上高となりました。

情報処理・通信サービス

　当社グループ全体における情報処理・通信サービス売上高は、4,476百万円（前期比103.8％）となりました。

　当社単体におきましては、主として前期に新規事業として開始した米国IntraLinks, Inc.（イントラリンクスイン

ク）のシンジケートローン文書管理サービス「On-Demand Workspaces（オンデマンドワークスペース）」の売上が拡

大したことで、売上高は3,992百万円（前期比104.2％）となりました。

　グループ会社におきましても概ね前期並みに推移したことで、グループ全体の売上高は前期比増収となりました。

ソフトウェア商品

　当社グループ全体におけるソフトウェア商品売上高は、30,925百万円（前期比103.8％）となりました。

　当社単体におきましては、主として基幹業務（ERP）システムの構築、製造業向け設計（CAD）システム導入および

製品データ管理（PDM）システム構築に加え、内部統制システム構築に関するコンサルティングやツール販売が拡大し、

売上高は、25,720百万円（前期比108.1％）となりました。

　一方、グループ会社におきましては、株式会社ISIDテクノソリューションズで減収となったものの、グループ全体

では前期比増収となりました。

情報機器販売

　当社グループ全体における情報機器販売売上高は、6,485百万円（前期比87.6％）となりました。

　当社単体におきましては、4,847百万円（前期比101.8％）と前期並みとなりました。

　一方、グループ会社におきまして、主に株式会社ブレイニーワークスおよび株式会社ISIDテクノソリューションズ

で減収となったことにより、グループ全体では、前期比減収となりました。
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その他

　当社グループ全体のその他売上高は、200百万円（前期比108.7％）となり、当社単体におきましては、126百万円

（前期比116.7％）となりました。

顧客業種別ソリューション事業の営業状況

　当期における当社グループの顧客業種ごとの営業状況は以下のとおりであります。

金融業向けソリューション事業

　当社グループ全体の金融業向け売上高は、前期比拡大いたしました。

　当社単体におきましては、システム統合案件あるいは市場系システムやインターネットバンキングシステム等の既

存システム再構築案件等を中心として、複数の大手銀行向けにシステム開発が拡大いたしました。また、地域金融機

関向け融資業務支援システム「RiskTaker（リスクテーカー）」につきましても、当期において新規に４金融機関から

受注し、累計ユーザ数は38金融機関となりました。

　さらに、前期にサービスを開始した「On-Demand Workspaces」は、シンジケートローン文書管理に加え、平成20年

２月にはM&A機密文書管理サービスを開始し、事業の拡大を図っております。この結果、当社単体の金融業向け売上高

は前期を大きく上回りました。

　グループ会社におきましても、株式会社ISIDインターテクノロジー、米国現地法人および上海現地法人が金融業向

けに売上を拡大したことで、グループ全体の金融業向け売上高は前期比で大きく拡大いたしました。

製造業向けソリューション事業

　当社グループ全体の製造業向け売上高は、前期比減少いたしました。

　当社単体におきましては、製品設計開発分野の売上高は、主として設計（CAD）や製品データ管理（PDM）の技術支

援サービスを中心に前期比拡大いたしました。

　当期におきましては、３次元CADソフトウェア「NX（エヌエックス）」が、大手企業数社に基幹CADとして採用され

たほか、平成19年10月には、大手精密機械メーカーにおきまして、グループ全事業部門の製品開発プロセス革新を実

現する次世代基幹PLMシステムとして「NX」および製品開発管理ソリューション「Teamcenter（チームセンター）」の

採用が決定され、当社はソフトウェアの販売および導入支援を開始いたしました。

　しかしながら全般的に製品設計開発分野では、高機能CADソフトウェアや一部の解析（CAE）ソフトウェアは、広く

普及が進んだ結果、市場に一巡感が見られ、新規の需要拡大が難しくなりつつあります。当社におきましても、

「NX」のライセンス売上は拡大したものの、旧CADソフトウェア「I-deas（アイディアス）」や一部CAEソフトウェア

のライセンスが伸び悩むこととなりました。

　一方、製造業向けに、基幹システム構築や内部統制システム構築に関するコンサルティングや関連ソフトウェア販

売、あるいは連結会計システム導入などは、好調な推移となりました。

　この結果、当社単体の製造業向け売上高は、前期比拡大いたしました。

　しかしながら、グループ会社におきましては、株式会社ISIDテクノソリューションズでCADならびに生産準備

（CAM）ソフトウェアの販売が伸び悩み、前期比減収となりました。

　この結果、グループ全体の製造業向け売上高は、前期比減収となりました。

サービス業向けソリューション事業

　当社グループ全体のサービス業向け売上高は、前期比減少いたしました。

　当社単体におきまして、主に前期に大型のシステム開発が完了したことにより前期比減収となったことで、グルー

プ全体につきましても前期比減収となりました。

流通業・その他業種向けソリューション事業

　当社グループ全体の流通業およびその他業種向け売上高は、前期比拡大いたしました。

　当社単体におきまして、主要顧客のCRMシステム構築やインフラ更改案件等の受注ならびに公共教育機関向けにCAD

ソフトウェア等の販売が拡大したこと等により前期比増収となったことで、グループ全体につきましても前期比増収

となりました。
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②　次期の見通し

　次期におきましては、景気の後退懸念が強まる中、企業は情報化投資に慎重になる可能性があると思われるものの、

そのような状況におきましても、戦略的に優先度の高い情報化投資につきましては継続して着実に実施されていくも

のと見込んでおります。ただし、費用対効果に対する要求はさらに強まる可能性があると思われます。

 

　かかる状況の下、当社グループといたしましては、顧客の経営課題を見極め、提案活動を実施するとともに、積極

的にソフトウェア製品の強化を図ること等を通じ、顧客に対して最適なソリューションの提供を推進してまいりま

す。

　具体的には、金融業向けの統合案件など大型の開発作業が収束に向かうこと等により、システムの受託開発が減少

するものの、地域金融機関向けや連結会計分野等のソフトウェア製品ならびに製造業向けソフトウェア商品等の拡大

を見込んでおり、連結売上高は増収となる見通しです。

　利益面では、連結売上総利益は、増収に伴い増益を見込むものの、将来の事業拡大に向け積極的な製品開発・研究

開発投資を実行すること等により、販売費及び一般管理費が増加する見通しです。この結果、連結の営業利益、経常

利益および当期純利益は減益となる見込みです。なお、個別業績における当期純利益につきましては、当期に関係会

社株式評価損を計上した特別損失が次期に減少することから、増益となることを見込んでおります。

 

　次期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の当社業績につきましては、以下の通りを見込んでおります。

平成21年３月期業績予想

 

 

連結 単体

金 額(百万円) 前期比(％) 金 額(百万円) 前期比(％)

　売上高 79,746 103.1 60,903 100.1

　営業利益 4,360 92.9 3,659 104.2

　経常利益 4,459 89.6 3,981 99.4

　当期純利益 2,136 93.9 2,214 144.8

 

　なお、本項における将来に関する予想は、現時点で入手可能な情報による判断および仮定に基づくものであります。

したがいまして、予想に内在する不確定要因や事業運営における内外の状況変化などにより実際の業績等は、当該予

想と異なる可能性があります。
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(2）財政状態に関する分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較

して2,110百万円増加し、13,153百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前当期純利益（4,663百万円）、減価償却費（1,520百万円）、のれん償却額（680百万円）等の計上や

売上債権の減少（1,280百万円）、未払費用の増加（956百万円）、前受金の増加（633百万円）等があった一方、法

人税等の支払（△2,659百万円）やたな卸資産の増加（△1,338百万円）等があった結果、資金は5,458百万円の増加

となりました。 

前年同期との比較においては、たな卸資産の増加（△1,828百万円）、法人税等の支払の増加（△1,796百万円）

があったものの、税金等調整前当期純利益の増加（1,240百万円）、売上債権の減少（4,014百万円）、一部の連結

子会社における退職一時金制度廃止に伴う退職給付引当金の減少がなくなったことによる増加（1,341百万円）等の

影響により、3,433百万円の資金増加となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資有価証券の売却による収入（236百万円）等があったものの、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支

出（△2,159百万円）、有形固定資産の取得による支出（△440百万円）や投資有価証券の取得による支出（△94百

万円）等により、資金は2,546百万円の減少となりました。 

前年同期との比較においては、投資有価証券の取得による支出の減少（363百万円）や投資有価証券の売却による

収入の増加（217百万円）等があったものの、ソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出の増加（△1,075百

万円）や有形固定資産の取得による支出の増加（△322百万円）等により、793百万円の資金減少となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

主として配当金の支払（△651百万円）により、資金は653百万円の減少となりました。 

これは前年同期（主として配当金の支払（△651百万円）により687百万円の資金減少）とほぼ同水準であります。

主な指標につきましては以下のとおりであります。 

 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 62.7 63.1 62.9

時価ベースの自己資本比率（％） 94.2 79.4 52.8

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は、有利子負債残高が期末にありませんので、記載を省略しており

ます。 

　インタレスト・カバレッジ・レシオは、支払利息の金額がありませんので、記載を省略しております。 

(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、株主各位への長期的かつ安定的な利益の還元を基本方針としております。

　この方針に基づき、平成19年11月９日開催の取締役会におきまして、平成20年３月期の中間期末日（平成19年９月

30日）を基準日とする剰余金の配当につきましては、１株当たり10円とすることを決議いたしました。

　また平成20年３月期の期末日（平成20年３月31日）を基準日とする剰余金の配当につきましても、10円を予定して

おり、年間合計では、前期と同額の１株当たり20円の配当を実施する予定であります。

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性がある主たるリスクは以下のとおりであります。

当社グループは、これらのリスクに対し発生の防止に努め、また万一発生した場合の対応に最善の努力をいたす所存

であります。尚、本項において記述している事項は、本決算短信提出日現在において当社グループが判断したもので

あります。

 

①　事業環境の変動にかかるもの

　当社グループの事業の中心は、企業の情報化ニーズに応え、情報技術を活用した各種ソリューションを提供するこ

とです。このため、経済情勢の変動等により顧客企業の情報化投資動向が変化した場合、当社グループの経営成績に

影響が及ぶ可能性があります。

　株式会社電通は、当社グループの主要顧客の１社であります。当社は、平成元年２月より同社の社内情報システム

の構築およびその運用業務を継続して受注しており、経営上の重要な契約である「コンピュータ業務委託契約」を同
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社と締結しております。当期における当社グループの売上高に占める同社に対する売上高の割合は15.6％であり、同

社の情報化投資動向の変化は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループが提供するソリューションの一部は海外より輸入したソフトウェア商品等で構成されており、これら

仕入先からの商品仕入およびサービス提供の対価について外貨（主として米ドル）による支払いを定常的に行なって

おります。そのため、利益計画遵守を目的とした為替（買）予約取引等によるリスクヘッジを図っておりますが、当

社グループの経営成績は為替レート変動による影響を受ける可能性があります。

　当社グループは、顧客企業にご評価いただける高い価値の提供を通じて相応の対価をいただけるよう努めるととも

に、生産性の向上、コスト構造の最適化努力を継続的に推進し、収益性の維持・向上を図っております。しかしなが

ら、当社グループが所属する情報サービス業界における競争は非常に厳しい状況が継続している上、顧客企業の情報

化投資に対するコスト意識も高く、受注金額は低下圧力を受けやすい状況にあります。また、当社グループは、顧客

に対しソリューションを構築・提供するにあたり、その業務の一部を外部の協力会社に委託しております。したがっ

て、協力会社の人員の需給状況の逼迫等により委託単価が上昇するなどの場合、当社グループの経営成績はその影響

を受ける可能性があります。特に、海外の協力会社への業務委託につきましては、海外現地における社会情勢により、

予期せぬ状況が発生する可能性があります。

　情報サービス業界におきましては、顧客ニーズの変化および情報技術の進化は激しく、当社グループといたしまし

ては、これらの環境変化に対応すべく、グループ体制・組織の最適化や積極的研究開発などの各種経営施策を通じ、

これらの変化への対応を図っております。しかしながら、急速な顧客ニーズの変化あるいは技術革新に対する当社グ

ループの対応が遅れた場合、当社グループの業績が影響を受ける場合があります。

 

②　製品・サービスにかかるもの

　当社グループが実施するシステム開発およびソフトウェア製品開発にあたっては、主要な開発案件について、要求

仕様の内容、技術的難易度、受注金額、開発費用見積等の受注・開発計画につき事前の評価を行なっております。ま

た、開発作業着手後の経過につきましても、計画に対する進捗状況の確認を随時行なっており、開発に伴なうリスク

管理を徹底しております。さらに、技術力および開発プロジェクト遂行・管理能力を継続的に向上させるべく、技術

者教育および開発プロセス標準化等をはじめとする諸施策を推進しております。しかしながら、新規領域への参入お

よび新規技術の導入をする際、予期せぬトラブルが発生することにより開発費用が増加し、不採算案件が生じる可能

性があります。また、顧客企業の仕様決定の遅れや仕様変更への対応、協力会社の成果物の品質や納期等に関して問

題が発生した場合も、当初計画に対して費用が過大になり、収益性が低下する可能性があります。

　当社グループが顧客企業に納入するソリューションは、品質を重視し納入後の安定的稼動を確実なものとすべく、

要求仕様に基づく稼動確認テストを十分に実施するよう努めております。しかしながら、瑕疵を完全に排除できる保

証はなく、当該ソリューションの品質回復にかかる費用発生や営業活動への影響に加え、顧客企業の業務に支障が生

じた場合、損害賠償請求または信用失墜等が生じる可能性があります。また、当社グループの提供するサービスまた

は製品に対して第三者から知的所有権の侵害を理由とする訴訟提起または請求を受け、その結果当社グループが損害

賠償を負担し、または代替技術の獲得若しくは開発のための費用が発生する可能性があります。

　当社グループは、システム・アウトソーシング・サービスを提供するにあたり、データセンターを運営しておりま

す。当社は、経済産業省による特定システムオペレーション企業等の認定企業であり、継続してサービス品質の維持・

向上を図っております。しかしながら、システム運用における人為的ミス、機器故障、災害発生等により安定的サー

ビスの提供が実現できない場合、あるいは何らかの理由により設備の維持・利用に問題が発生した場合、当社グルー

プの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。

　大口仕入先の経営状況の変化等により、当該仕入先の経営方針および事業計画等が変更された場合、顧客企業に対

する商品ならびにサービスの提供に支障が生じることで、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

シーメンス プロダクトライフサイクルマネジメント ソフトウェアJP株式会社は、当社グループの主要販売品目であ

るCAD／CAM／CAEおよびPLM分野におけるソフトウェア商品の重要な仕入先であります。

 

③　経営・事業戦略等にかかるもの

　事業規模拡大のための新規事業および新製品開発への投資は、事業性を十分に評価して実施し、確実に成果を挙げ

るべく事業運営に努めております。しかしながら、事業性の評価にあたっては、将来の事業環境および需要動向等の

予測は極めて難しく、目論見どおりの成果を得られる保証はありません。新規事業および新製品開発が計画どおりに

遂行できなかった場合、当該投資が当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　顧客に対し、継続して価値あるソリューションを提供するために、人材の確保・育成ならびに最適配置に取組んで

おります。具体的には、新卒・中途採用活動の強化および社員教育・研修の充実を図るとともに、独立行政法人情報

処理推進機構 (IPA)が策定したITSS（ITスキル標準）に準拠したスキル管理をグループ社員に対して実施し、当社お

よびグループ各社の業容に照らして最適な人員構成・配置を図っております。さらに、裁量労働制の導入や育児支援
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制度の充実等、社員のワーク・ライフ・バランス実現に向けた人事諸施策を通じて労働環境の整備を進めております。

しかしながら、人材の確保・育成が想定どおりに進まない場合、あるいは労働環境の悪化により人材流出や生産性が

低下した場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループは、会社法、金融商品取引法、個人情報保護法をはじめ多岐に亘る法令等の遵守を最優先に事業を推

進しております。当社グループは、電通グループ社員の行動規範である「電通グループ企業行動憲章」および当社グ

ループ社員の行動規範である「私たちの行動宣言」を採択し、適宜社員に対するコンプライアンス教育を行う一方、

公益通報者保護制度に基づく通報窓口を設ける等の施策を通じ、法令遵守の徹底を図っております。しかしながら、

これらの取組みにもかかわらず、コンプライアンス上の問題の発生を完全に回避できる保証は無く、法令等に抵触す

る事態が発生した場合、当社グループの信用の失墜あるいは経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　特に情報の管理に関しましては、当社グループは、顧客企業向けにシステム構築サービスを提供し、また技術的支

援を提供する目的で、顧客情報ならびに個人情報を取り扱うことがあります。当社グループは、これらの情報の重要

性を十分認識し管理いたしておりますが、万一漏洩した場合には、損害賠償請求または信用失墜等が生じる可能性が

あります。当社および株式会社ブレイニーワークス、株式会社ISIDインターテクノロジーは、財団法人日本情報処理

開発協会より、個人情報の適切な取扱いを行う事業者に付与される「プライバシーマーク」の付与認定を受けており

ます。また、当社および株式会社ブレイニーワークス、株式会社ISIDインターテクノロジー、株式会社ISIDテクノソ

リューションズ、株式会社アイティアイディコンサルティング、株式会社エステック、株式会社アイエスアイディ・

フェアネス、株式会社ISID北海道、株式会社三喜、株式会社電通イーマーケティングワンの各社は、ISO（国際標準化

機構）が発行したISMS認証基準の国際規格「ISO/IEC27001:2005」ならびに「JISQ27001:2006」を取得しておりま

す。

　また、「ISO/IEC27001:2005」ならびに「JISQ27001:2006」の事業継続規則に準拠し、当社グループは、地震の発生

に備えた災害対策の策定等、被災後の速やかな復旧が可能となるよう施策の整備を図っております。しかしながら、

想定を超える災害の発生時には、建物の利用不能、情報システム停止、人員の不足等不可避な事態が発生し、復旧に

係る費用の発生のほか、当社グループのサービスの供給が滞ること等により、当社グループの経営成績に影響を及ぼ

す可能性があります。

(株)株式会社電通国際情報サービス（4812）平成 20 年３月期決算短信

－ 9 －



２．企業集団の状況
　当社グループは、当社、親会社、子会社16社、関連会社２社により構成されております。　

 

（事業系統図）

 

顧 客 
（親会社）株式会社電通 

シ ス テ ム 開 発 
ソフトウェア製・商品の販売 
コンサルティング・サービス 
情報処理・通信サービスの提供 
情 報 機 器 の 販 売 等 

（当社）株式会社電通国際情報サービス 

シ ス テ ム 開 発 
ソ フ ト ウ ェ ア 製 ・ 商 品 の 販 売 
情 報 処 理 ・ 通 信 サ ー ビ ス の 提 供 
情 報 機 器 の 販 売 等 

（子会社） 
株式会社ブレイニーワークス 

株式会社 ISID インターテクノロジー 
株式会社アイエスアイディ・フェアネス（※1） 
ISI-Dentsu of America, Inc. 

ISI-Dentsu of Europe, Ltd. 
ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd. 
上海電通信息服務有限公司 

ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd. 
ISI-Dentsu South East Asia (Malaysia) Sdn. Bhd. 
ISID South East Asia (Thailand) Co., Ltd.（※1） 

 
（関連会社） 
上海華鐘計算機軟件開発有限公司（※2） 

（子会社） 
株式会社 ISID テクノソリューションズ 

株式会社アイティアイディコンサルティング 
株式会社エステック 
株式会社 ISID 北海道（※1） 

 
（関連会社） 
株式会社電通イーマーケティングワン 

(※1) 非連結子会社 
(※2) 持分法非適用関連会社 

ソ フ ト ウ ェ ア 製 ・ 商 品 の 販 売 
ソ フ ト ウ ェ ア 商 品 の 導 入 支 援 
情 報 機 器 の 販 売 
コ ン サ ル テ ィ ン グ ・ サ ー ビ ス 
シ ス テ ム 開 発 等 

 （子会社）株式会社三喜（※1） 

オ フ ィ ス ・ サ ー ビ ス 関 連 業 務 

（注）ISID Finance of America, Inc.については、現在清算手続き中のため、記載を省略しております。
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【関係会社の状況（親会社・連結子会社・持分法適用関連会社）】

名称 住所
資本金

又は出資金
主要な事業の内容

議決権の所有
(被所有)割合

所有割合
(％)

被所有
割合(％)

（親会社）

株式会社電通 東京都港区
百万円

58,967
広告業 ―

61.9

内、間接

0.0

（連結子会社）

株式会社ブレイニーワークス 東京都港区
百万円

437

システム開発、ソフトウェア製・商

品、情報処理・通信サービス、情報

機器販売

100.0 ―

株式会社ISIDインターテクノロジー 東京都港区
百万円

326

システム開発、ソフトウェア製・商

品、情報処理・通信サービス、情報

機器販売

100.0 ―

株式会社ISIDテクノソリューションズ 東京都港区
百万円

100

ソフトウェア製・商品、情報機器販

売
100.0 ―

株式会社アイティアイディコンサルティング 東京都港区
百万円

300
コンサルティング・サービス 66.0 ―

株式会社エステック
神奈川県

横浜市

百万円

250
コンサルティング・サービス 100.0 ―

ISI-Dentsu of America, Inc. 米    国
米ドル

500,000

システム開発、情報処理・通信サー

ビス、ソフトウェア商品、情報機器

販売

100.0 ―

ISID Finance of America, Inc. 米    国
米ドル

1
ファイナンス及び持株会社 100.0 ―

ISI-Dentsu of Europe, Ltd. 英    国
英ポンド

500,000

システム開発、情報処理・通信サー

ビス、ソフトウェア商品、情報機器

販売

100.0 ―

ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd. 中    国
香港ドル

8,000,000

システム開発、情報処理・通信サー

ビス、ソフトウェア商品、情報機器

販売

100.0 ―

上海電通信息服務有限公司 中    国
米ドル

300,000

システム開発、ソフトウェア商品、

情報機器販売
100.0 ―

ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd. シンガポール

シンガポール

ドル

2,000,000

システム開発、ソフトウェア商品、

情報機器販売
100.0 ―

ISI-Dentsu South East Asia

(Malaysia) Sdn. Bhd.
マレーシア

マレーシア

リンギ

750,000

システム開発、ソフトウェア商品、

情報機器販売

100.0

内、間接

100.0

―

（持分法適用関連会社）

株式会社電通イーマーケティングワン 東京都中央区
百万円

442

システム開発、コンサルティング・

サービス
33.5 ―

（注）親会社である株式会社電通における当社の株式保有比率は61.8％であります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、誠実を旨とし革新的で創造性あふれる専門家集団として、情報技術の先進的活用により顧客企業と社会の

発展に寄与することを企業理念としております。企業ビジョンである“IT Solution Innovator（ITソリューションビ

ジネスの革新者）”を目指し、事業環境の変化に適切に対応し続けることにより、先進的で高品質なサービスを提供

し、お客様の信頼とご満足を得ることで、長期的な事業の発展を図っております。

(2）目標とする経営指標および中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題

① 前中期経営計画について

　当社グループが、平成16年11月に発表した中期経営計画は、平成20年３月末をもって３ヵ年の計画期間を終了いた

しました。この中期経営計画は「“IT Solution Innovator,ISID”の実践」「収益性の回復」「成長路線への復帰」

を目指し、平成20年３月期の連結売上高85,000百万円、連結営業利益5,800百万円を業績目標として各種施策を実施し

てまいりました。

 

　前中期経営計画の総括としての主要な点は次のとおりであります。

　「“IT Solution Innovator,ISID”の実践」については、先進的で高品質なITサービスの提供やマネジメントの変

革・進化を目指しました。業務プロセス、特に受注プロセスの刷新および開発プロセスの標準化により、不採算案件

の防止および収益性の回復を図ることができました。また、グループ構造の最適化を図るべく、株式会社日本ビジネ

スクリエイトおよび兼松エレクトロニクス株式会社の株式を売却する一方、株式会社ブレイニーワークスの完全子会

社化に加え、株式会社エステックの買収および株式会社エリジオンへの資本参加等、グループ体制の整備を進めまし

た。

　「収益性の回復」や「成長路線への復帰」につきましては、収益性の高いソフトウェア製品やソフトウェア商品の

拡充あるいは新規サービスの開始などを実施いたしました。主として製造業向けの設計開発分野におけるソフトウェ

ア商品が伸び悩んだものの、不採算案件防止が進んだシステム開発の収益性改善と売上拡大が、収益性の向上に貢献

いたしました。結果として、平成20年３月期の連結売上高は77,311百万円、連結営業利益は4,694百万円となり、目標

数値には届かなかったものの、収益性につきましては着実な回復を図ることができました。

② 新中期経営計画について

　当社グループは、平成23年３月期を計画最終年度とする３ヵ年の新中期経営計画を策定いたしました。中期経営計

画のテーマを「Customer Business Innovator」と定め、顧客のビジネスを、顧客とともに革新することを目指してま

いります。

 

　新中期経営計画の目標は、以下の３つであります。

　１．顧客の進化を加速するソリューションの創出

　２．事業基盤の継続的進化

　３．平成23年３月期連結売上高88,000百万円、連結営業利益率７%、ROE８%の達成

 

　また、上記の目標を達成するための主な施策は、以下のとおりであります。

１．顧客の進化を加速するソリューションの創出に向けた施策

　顧客の進化を加速するソリューションの創出のための鍵となる３つの力、すなわち「顧客インサイト(*1)」、「iCT

構想力(*2)」、「システムインテグレーション力(*3)」の強化を図ってまいります。

　「顧客インサイト」強化に向けては、グループ内での営業および企画等の情報共有や協働活動を推進することで、

広範なビジネス課題に対応するとともに顧客接点の強化を図ります。「iCT構想力」強化に向けては、顧客の課題解決

のために最適な技術を取りまとめ、ビジネスの革新を提案できる人材の育成を図るとともに、コンサルティングサー

ビスやソフトウェア製品の強化を実施いたします。また、「システムインテグレーション力」強化に向けては、開発

管理体制の強化による不採算案件の防止に継続して取り組むほか、CMMI(*4)レベル５到達を目指して開発プロセスの

さらなる標準化推進等を実施します。

(*1)顧客を知り、ビジネス課題を設定することができる洞察力

(*2)顧客のビジネス課題解決に向けて、iCTによるソリューションを提示する力。iCTとは、「企業のすべての業務プロセスで発生する情報

の流通・蓄積・変換等をコミュニケーション強化の視点で最適化する技術」としてITを捉える当社グループの視点。information 

Communication Technologyの略。

(*3)顧客ごとにパッケージ導入あるいはスクラッチ開発など最適な方法論でシステムを実装し解決する力
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(*4)CMMI(Capability Maturity Model Integration:能力成熟度モデル統合版)とは、ソフトウェア開発プロセスの能力成熟度を５段階で評

価・判定するモデル。国際標準的な指標となっている。

　また、顧客業種別ソリューション分野ごとの主な施策は以下のとおりです。

（１）製造業向けソリューション

　製造業の課題は、設計や生産管理などの各プロセスの固有課題解決という段階から、マーケティング、設計開発、

生産管理等のプロセスを連携させ全体を最適化する段階に進化しつつあります。当社グループは、これら各プロセ

スで発生する情報を統合し、企業全体のプロセスを最適化する「IM3C（アイエムスリーシー）」(*5)を実現しま

す。 

(*5)Integrated Marketing-Manufacturing-Management Communicationの略。コミュニケーションを最適化することにより、マーケティン

グから設計開発および生産管理にいたる製造業のプロセスの全体最適を達成する当社グループのソリューションビジョン。

　また、業務プロセス改革コンサルティングやエンジニアリングコンサルティングに注力するとともに、製造業の

海外拠点に対しては、設計開発分野に加え、生産管理・販売管理分野におけるシステム導入までサポート範囲を拡

大します。

 

（２）金融業向けソリューション

　テクノロジーにより、金融ビジネスの変化が見込まれる４つの領域、すなわち「市場系（資金・為替・デリバティ

ブ等の取引管理等）」、「コーポレートファイナンス（法人融資等）」、「リテールコミュニケーション（個人向

け金融サービスやマーケティング等）」、「グローバルビジネス（海外拠点向けシステム等）」を注力分野としま

す。また、顧客セグメントは、金融機関に限定せず、金融業務や金融サービス業務を実施する流通業や製造業等も

対象として顧客基盤の拡大を図り、事業を拡大してまいります。

 

（３）サービス・流通業等向けソリューション

　広告媒体（メディア）やマーケティングのデジタル化が進む中、電通グループにおけるテクノロジーパートナー

として、これらのデジタル化へ対応いたします。放送と通信の融合に関連するソリューションの研究開発を推進し、

事業化を図ります。また、流通業や金融業等に対して、マーケティングソリューションの提供を推進し、消費者と

の双方向コミュニケーションと企業の業務プロセスの連携を実現します。

 

（４）クロスインダストリーソリューション

　クロスインダストリー（すべての業種に共通して適用できる）ソリューションの分野では、企業の連結経営の高

度化を支援するソリューション群の充実に努め、連結会計システム「STRAVIS」および人事管理システム「POSITIVE

（ポジティブ）」のリニューアルと強化を実施します。また、経営の効率化、見える化を実現するとともに、内部

統制を担保する高度な経営支援システム環境を提供します。

 ２．事業基盤の継続的進化に向けた施策

　以上に述べた施策の実施を担保するために、事業基盤の継続的な進化を図ります。

　具体的には、ISIDグループのビジネスプロセスの標準化を図り、平成21年４月に基幹システムを立上げ、グループ

各社に展開します。これにより、業務の効率をグループ全体で向上させるとともに、不採算案件防止の取組みを継続

して強化してまいります。

　また、人事制度の整備と人材育成を促進いたします。グループ内の人事制度につきましては、将来のグループ内人

材流動化を視野に入れ、制度の枠組みの統一を図ります。また、独立行政法人情報処理推進機構 (IPA)が策定したITSS

（ITスキル標準）に準拠し、グループの人材ポートフォリオを管理し、人材の最適配置・活用を図るとともに、人材

育成を進めてまいります。

　管理間接部門の効率化、ならびにグループ構造の最適化にも引き続き取り組んでまいります。 

 

　さらに、中期経営計画の達成および将来の事業拡大に向け、積極的な投資を実施いたします。平成21年３月期にお

きましては、ソフトウェア製品の新規・追加機能開発や開発基盤技術調査等に加え、運用保守サービスの強化に向け

たデータセンターの自社化やISIDグループの新基幹システムの開発を予定しております。

　データセンターの自社所有につきましては、顧客のアウトソーシング需要に応え、従来以上にサービスレベルの向

上を機動的におこなえるようにすることが目的であります。これによって、コンサルティングから運用保守サービス

まで、ソリューション全体にわたり顧客を支援するサービス体制を強化するとともに、当社グループの安定収益基盤

の拡充を図ってまいります。その推進のための専任組織として、平成20年４月に、新規事業開発室を設置し、運用保

守サービスの事業化を推進しております。

 

　以上の施策を実施することにより、平成23年３月期の業績目標といたしましては、連結売上高88,000百万円、連結
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営業利益率７%、ROE８%の達成を目指します。

　当社グループは、事業基盤の整備・再構築が図られた前中期経営計画期間は、「標準化」の3年間であり、これに対

し、本中期経営計画期間は、整備・再構築された事業基盤の上で、これまで以上にISIDグループらしさを発揮し、同

業他社とは異なる独自のポジションを築き、強いISIDグループを実現するための「個性化」の３年間と位置付けてお

ります。

　当社グループといたしましては、中期経営計画の実行を通じて、さらなる顧客のビジネス革新に貢献してまいる所

存であります。
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 2,843 2,210

２　受取手形及び売掛金 ※３ 20,154 18,813

３　有価証券 － 50

４　たな卸資産 1,000 2,331

５　繰延税金資産 1,121 1,504

６　前渡金 3,658 3,767

７　預け金 8,199 10,943

８　その他 454 474

貸倒引当金 △32 △24

流動資産合計 37,399 73.7 40,070 75.7

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物 792 981

(2）工具器具備品 271 263

(3）その他 5 2

有形固定資産合計 1,069 2.1 1,247 2.4

２　無形固定資産

(1）ソフトウェア 2,407 3,065

(2）のれん 2,996 2,316

(3）その他 79 76

無形固定資産合計 5,483 10.8 5,458 10.3

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※２ 2,265 1,866

(2）長期貸付金 2 2

(3）繰延税金資産 464 242

(4）敷金及び保証金 3,574 3,580

(5）その他 ※２ 474 456

貸倒引当金 △7 △1

投資その他の資産合計 6,773 13.4 6,148 11.6

固定資産合計 13,325 26.3 12,854 24.3

資産合計 50,725 100.0 52,925 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

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 7,737 7,323

２　未払費用 － 3,079

３　未払法人税等 1,726 2,078

４　繰延税金負債 3 －

５　前受金 4,185 4,779

６  受注損失引当金 104 －

７　その他 4,027 1,903

流動負債合計 17,785 35.1 19,164 36.2

Ⅱ　固定負債

１　繰延税金負債 579 55

２　退職給付引当金 83 97

３　役員退職慰労引当金 62 63

４　その他 2 2

固定負債合計 727 1.4 219 0.4

負債合計 18,512 36.5 19,384 36.6

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   8,180 16.1  8,180 15.5

２　資本剰余金   15,285 30.1  15,285 28.9

３　利益剰余金   8,316 16.4  9,939 18.8

４　自己株式   △28 △0.0  △28 △0.1

　　株主資本合計   31,754 62.6  33,377 63.1

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金   233 0.5  88 0.2

２　繰延ヘッジ損益   0 0.0  △20 △0.1

３　為替換算調整勘定   10 0.0  △157 △0.3

　　評価・換算差額等合計   243 0.5  △89 △0.2

Ⅲ　少数株主持分   213 0.4  253 0.5

純資産合計   32,212 63.5  33,541 63.4

負債純資産合計   50,725 100.0  52,925 100.0
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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）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 75,171 100.0 77,311 100.0

Ⅱ　売上原価 53,864 71.7 53,699 69.5

売上総利益 21,307 28.3 23,612 30.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,4 17,943 23.8 18,917 24.4

営業利益 3,363 4.5 4,694 6.1

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 45 100

２　受取配当金 26 22

３　持分法による投資利益 37 21

４　為替差益 89 115

５　雑収益 78 277 0.3 53 314 0.4

Ⅴ　営業外費用

１　投資組合出資損失 4 15

２　附帯税 － 15

３　雑損失 16 21 0.0 2 34 0.1

経常利益 3,619 4.8 4,974 6.4

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 ※２ 0 －

２　投資有価証券売却益 － 0 0.0 138 138 0.2

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却損 ※３ 27 111

２　投資有価証券売却損  4 －

３　投資有価証券評価損 1 59

４　のれん一時償却  ※５ － 53

５　遅延損害補償金 36 －

６　ソフトウェア評価損 ※６ 58 214

７　退職給付制度改廃に伴う費用  62 －

８　その他 5 195 0.2 10 449 0.6

税金等調整前当期純利益 3,423 4.6 4,663 6.0

法人税、住民税及び事業税 1,902 2,945

法人税等調整額 △84 1,818 2.4 △595 2,349 3.0

少数株主利益 41 0.1 39 0.1

当期純利益 1,564 2.1 2,275 2.9
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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

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）

8,180 15,285 7,403 △27 30,842

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △325  △325

剰余金の配当   △325  △325

当期純利益   1,564  1,564

自己株式の取得    △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）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 912 △0 912

平成19年３月31日　残高
（百万円）

8,180 15,285 8,316 △28 31,754

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

繰延ヘッジ損益
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）

534 － △37 496 208 31,547

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △325

剰余金の配当      △325

当期純利益      1,564

自己株式の取得      △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△301 0 48 △252 5 △247

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△301 0 48 △252 5 664

平成19年３月31日　残高
（百万円）

233 0 10 243 213 32,212

 （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

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）

8,180 15,285 8,316 △28 31,754

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △651  △651

当期純利益   2,275  2,275

自己株式の取得    △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）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 1,623 △0 1,623

平成20年３月31日　残高
（百万円）

8,180 15,285 9,939 △28 33,377

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

繰延ヘッジ損益
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）

233 0 10 243 213 32,212

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当      △651

当期純利益      2,275

自己株式の取得      △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△144 △20 △168 △333 39 △294

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△144 △20 △168 △333 39 1,328

平成20年３月31日　残高
（百万円）

88 △20 △157 △89 253 33,541
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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

１　税金等調整前当期純利益 3,423 4,663

２　減価償却費 1,371 1,520

３　のれん償却額 656 680

４　貸倒引当金の増減額（減少：△） △34 △11

５　退職給付引当金の増減額（減少：△） △1,328 13

６　役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） △75 1

７　受注損失引当金の増減額（減少：△） 104 △104

８　受取利息及び受取配当金 △70 △123

９　持分法による投資損益（益：△） △37 △3

10　固定資産除却損 27 111

11　ソフトウェア評価損 58 214

12　投資有価証券売却益 － △138

13　投資有価証券売却損 4 －

14　投資有価証券評価損 1 59

15　遅延損害補償金 36 －

16　売上債権の増減額（増加：△） △2,734 1,280

17　たな卸資産の増減額（増加：△） 490 △1,338

18　前渡金の増減額（増加：△） △207 △116

19　仕入債務の増減額（減少：△） 177 △386

20  未払費用の増減額（減少：△） － 956

21　前受金の増減額（減少：△） 490 633

22　未払消費税等の増減額（減少：△） 63 28

23　その他 640 56

小計 3,058 7,998

24　利息及び配当金の受取額 67 120

25　取引解約時清算金の支払額 △200 －

26　遅延損害補償金の支払額 △36 －

27　法人税等の支払額 △863 △2,659

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,025 5,458
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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

１　有価証券の償還等による収入 39 －

２　有形固定資産の取得による支出 △118 △440

３　無形固定資産の取得による支出 △1,084 △2,159

４　投資有価証券の取得による支出 △457 △94

５　投資有価証券の売却による収入 19 236

６　貸付けによる支出 △35 △4

７　貸付金の回収による収入 36 2

８　敷金及び保証金の差入額 △75 △32

９　敷金及び保証金の返還額 43 21

10　その他 △120 △76

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,753 △2,546

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　配当金の支払額 △651 △651

２　その他 △36 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △687 △653

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 37 △148

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △377 2,110

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 11,420 11,042

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 11,042 13,153
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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

(1）連結子会社の数　12社

　連結子会社名は、「２．企業集団の状

況」に記載しているため、省略しており

ます。

(1）連結子会社の数　12社

同左

(2）非連結子会社の数　４社

　子会社のうち、以下の４社については

いずれも小規模であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないため、連結の範囲から除外

しております。

(2）非連結子会社の数　４社

同左

（会社名）

ISID South East Asia (Thailand) 
Co., Ltd.

株式会社アイエスアイディ・フェアネ
ス

株式会社三喜

株式会社ISID北海道 

２　持分法の適用に関する

事項

(1）持分法適用の関連会社の数　１社

　関連会社のうち、以下の１社について、

持分法を適用しております。

（会社名）

株式会社電通イーマーケティングワン

(1）持分法適用の関連会社の数　１社

同左

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社

　以下の非連結子会社及び関連会社につ

いては、いずれも当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等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。

（会社名）

ISID South East Asia (Thailand) 
Co., Ltd.

株式会社アイエスアイディ・フェアネ
ス

株式会社三喜

株式会社ISID北海道 

上海華鐘計算機軟件開発有限公司

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社

同左

(3）持分法適用会社の事業年度に関する事

項

　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はありません。

(3）持分法適用会社の事業年度に関する事

項

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　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、決算日が連結決算日

と異なる会社は株式会社エステック及び上

海電通信息服務有限公司であります。連結

財務諸表の作成に際しては、株式会社エス

テックについては同社の決算日（12月31

日）現在の財務諸表を使用しておりますが、

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。上海電通信息服務有限公司については、

同社の決算日は12月31日でありますが、連

結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行っ

た財務諸表を基礎としております。

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

ａ　満期保有目的の債券

償却原価法（利息法）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

同左

ｂ　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出しており

ます。）

ｂ　その他有価証券

時価のあるもの

同左

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　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

主として個別法による原価法

③　たな卸資産

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

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

(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

同左

　

建物　　　　　…　８～18年  

工具器具備品　…　５～10年  

②　無形固定資産

ａ　市場販売目的ソフトウェア

見込販売収益（数量）又は見込有

効期間（３年以内）に基づく定額法

②　無形固定資産

ａ　市場販売目的ソフトウェア

同左

ｂ　自社利用ソフトウェア

社内における利用可能期間（５年

以内）に基づく定額法

ｂ　自社利用ソフトウェア

同左

ｃ　その他

定額法

　なお、主な耐用年数は５年であ

ります。

ｃ　その他

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

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

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。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　退職給付引当金

　国内連結子会社のうち一部において

は、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

務の見込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認められる

額を計上しております。

　過去勤務債務については、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）による按分額を費

用処理しております。

　数理計算上の差異については、各連

結会計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による按分額を翌連結会計年

度より費用処理することとしておりま

す。

②　退職給付引当金

　国内連結子会社のうち一部において

は、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

務の見込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認められる

額を計上しております。

③　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額の全額を計

上しております。

③　役員退職慰労引当金

同左

④　受注損失引当金 

  顧客より受注済みの案件のうち、当

該受注契約の履行に伴い、翌連結会計

年度以降に損失の発生が見込まれ、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、将来の損

失に備えるため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。

④　受注損失引当金 

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。

(4）重要なリース取引の処理方法

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）

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段

為替予約取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ　ヘッジ手段

同左

ｂ　ヘッジ対象

外貨建予定取引

ｂ　ヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　為替予約取引については、実需の範

囲内に限定し、売買益を目的とした投

機的な取引は実施しないこととしてお

ります。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジの有効性の評価方法

　外貨建予定取引については、過去の

取引実績及び今後の取引の実行可能性

を総合的に勘案し、ヘッジ対象として

の適格性を検討することにより、有効

性の評価を実施しております。

④　ヘッジの有効性の評価方法

同左

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

(6）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理

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 

　のれんは、効果の発現する期間に応じて

５年間及び10年間で均等償却しております。

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

　現金及び現金同等物には、手許現金、要

求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期

日が到来し、容易に換金可能、かつ、価値

変動についてリスクが僅少である短期的な

投資を含めております。

同左
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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の変更

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）

(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、31,997百万

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。

───── （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、

当連結会計年度より、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。

　これによる損益への影響は軽微であります。 

表示方法の変更

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）

(連結貸借対照表)  (連結貸借対照表)

　前連結会計年度において、「連結調整勘定」として掲

記されていたものは、改正後の連結財務諸表規則に基づ

き、当連結会計年度から「のれん」として表示しており

ます。

１　前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「未払費用」は、当連結会計年度

において、負債及び純資産の合計額の100分の５を超え

たため区分掲記しました。

 　 なお、前連結会計年度末の「未払費用」は2,129百万

円であります。

２　前連結会計年度まで区分掲記しておりました流動負

債の「繰延税金負債」（当連結会計年度末は０百万円）

は、負債及び純資産の合計額の100分の１以下となった

ため、流動負債の「その他」に含めて表示することに

しました。

(連結キャッシュ・フロー計算書） (連結キャッシュ・フロー計算書） 

　当連結会計年度より、「連結調整勘定」を「のれん」

として表示したことに伴い、前連結会計年度において営

業活動によるキャッシュ・フローの「連結調整勘定償却

額」として掲記されていたものは、当連結会計年度から

「のれん償却額」として表示しております。

  営業活動によるキャッシュ・フローの「未払費用の増

減額（減少：△）」は、前連結会計年度は「その他」に

含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「未

払費用の増減額（減少：△）」は167百万円であります。
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追加情報

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）

────── (事業用資産の新規取得) 

　当社は運用保守サービスの強化のため、平成20年３月

28日の取締役会決議に基づき、平成20年４月１日に不動

産の売買契約を締結しております。 

　内容は下記のとおりです。

(取得資産の内容)

名称 三鷹オフィス 

所在地 東京都三鷹市 

資産の概要 土地　2,211.39㎡ 

建物　鉄筋コンクリート造陸屋根地下

２階付３階建

取得価額 1,700百万円 

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    1,382百万円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額     1,499百万円

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは以下のと

おりであります。

※２　非連結子会社及び関連会社に対するものは以下のと

おりであります。

投資有価証券（株式）    626百万円

その他（出資金）   38百万円

投資有価証券（株式）       623百万円

その他（出資金）     38百万円

 ※３　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、

当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満

期日に決済が行われたものとして処理しております。

当連結会計年度末日満期手形の金額は次のとおりであ

ります。 

受取手形 44百万円

 ※３　　　　　　　　──────
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（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 ※１　販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額   3百万円

販売促進費      1,965百万円

業務開発費      2,152百万円

従業員給与      4,910百万円

退職給付引当金繰入額     24百万円

役員退職慰労引当金繰入額  6百万円

業務委託費        2,010百万円

販売促進費       1,693百万円

業務開発費       2,125百万円

従業員給与       5,662百万円

業務委託費        1,693百万円

※２　固定資産売却益の内訳 ※２　　　　　　　　──────

その他 0百万円

合計  0百万円

※３　固定資産除却損の内訳 ※３　固定資産除却損の内訳

建物   5百万円

工具器具備品  2百万円

ソフトウェア  19百万円

その他  0百万円

合計   27百万円

建物 0百万円

工具器具備品 18百万円

ソフトウェア 93百万円

合計     111百万円

※４　一般管理費に含まれる研究開発費 ※４　一般管理費に含まれる研究開発費

   402百万円       905百万円

 ※５　　　　　　　　──────  ※５　のれん一時償却は、当連結会計年度の当社の個別財

務諸表において、関係会社株式の減損処理を行ったこ

とによるものであります。

 ※６　ソフトウェア評価損は、当連結会計年度において販

売開始時の総見込販売収益を見直した結果、総見込販

売収益の著しい減少が見込まれたため、当該ソフト

ウェアの経済価値の減少部分を一時の損失として計上

したものであります。

 ※６　　　　　　　　　　同左
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（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 32,591 － － 32,591

合計 32,591 － － 32,591

自己株式

普通株式（注） 7 0 － 7

合計 7 0 － 7

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

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
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）

平成13年新株引受権 普通株式 100 － － 100 －

平成14年新株予約権 普通株式 116 － － 116 －

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日

定時株主総会
普通株式 325  10.00 平成18年３月31日 平成18年６月28日

平成18年11月14日

取締役会
普通株式 325  10.00 平成18年９月30日 平成18年12月８日

(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 325 利益剰余金  10.00 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 32,591 － － 32,591

合計 32,591 － － 32,591

自己株式

普通株式（注） 7 0 － 7

合計 7 0 － 7

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

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
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）

平成13年新株引受権 普通株式 100 － － 100 －

平成14年新株予約権 普通株式 116 － － 116 －

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月26日

定時株主総会
普通株式 325 10.00 平成19年３月31日 平成19年６月27日

平成19年11月９日

取締役会
普通株式 325 10.00 平成19年９月30日 平成19年12月10日

(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

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６月25日

定時株主総会
普通株式 325 利益剰余金 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月26日
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（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）

※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

現金及び預金 2,843百万円

預け金 8,199百万円

現金及び現金同等物 11,042百万円

現金及び預金 2,210百万円

預け金 10,943百万円

現金及び現金同等物 13,153百万円
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（有価証券関係）

前連結会計年度末（平成19年３月31日）

１　売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２　満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３　その他有価証券で時価のあるもの

区分 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）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 314 661 347

(2）債券

①　国債・地方債 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 314 661 347

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 25 23 △1

(2）債券

①　国債・地方債 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 25 23 △1

合計 339 685 346

４　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

19 － 4

５　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

普通社債 50

(2）その他有価証券

非上場株式 785

その他 117

６　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

一年以内（百万円） 一年超（百万円）

(1）債券

①　国債・地方債 － －

②　社債 － 50

③　その他 － －

(2）その他 － －

合計 － 50
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当連結会計年度末（平成20年３月31日）

１　売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２　満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３　その他有価証券で時価のあるもの

区分 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）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

(1）株式 217 332 114

(2）債券

①　国債・地方債 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 217 332 114

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 72 68 △4

(2）債券

①　国債・地方債 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 72 68 △4

合計 290 401 110

４　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

236 138 －

５　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

種類 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

普通社債 50

(2）その他有価証券

非上場株式 738

その他 103

６　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

一年以内（百万円） 一年超（百万円）

(1）債券

①　国債・地方債 － －

②　社債 50 －

③　その他 － －

(2）その他 － －

合計 50 －

(株)株式会社電通国際情報サービス（4812）平成 20 年３月期決算短信

－ 33 －



（退職給付関係）

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）採用している退職給付制度の概要

　連結財務諸表提出会社は、確定拠出型年金制度を採用

しております。また、国内連結子会社のうち一部におい

ては、退職一時金制度及び確定拠出型年金制度を採用し

ております。

　なお、国内連結子会社のうち一部においては、平成18

年12月に退職一時金制度を廃止し、平成19年１月より確

定拠出年金制度に移行いたしました。同制度廃止による

影響額62百万円は特別損失に計上しております。

(1）採用している退職給付制度の概要

　連結財務諸表提出会社は、確定拠出型年金制度を採用

しております。また、国内連結子会社においては、確定

拠出型年金制度又は退職一時金制度を採用しております。

(2）退職給付債務に関する事項 (2）退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務     △83百万円

② 退職給付引当金     △83百万円

① 退職給付債務    △97百万円

② 退職給付引当金     △97百万円

　上記①及び②は、退職一時金制度を導入している国内

連結子会社に係るものであります。

　上記①及び②は、退職一時金制度を導入している国内

連結子会社に係るものであります。また退職給付債務の

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 (3）退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 77百万円

② 利息費用  24百万円

③ 過去勤務債務の費用処理額 8百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 △3百万円

⑤ 退職給付費用(①＋②＋③＋④) 108百万円

⑥ 退職給付制度改廃に伴う費用 62百万円

⑦ その他 284百万円

⑧ 計（⑤＋⑥＋⑦） 454百万円

① 勤務費用   13百万円

② 退職給付費用 13百万円

③ その他 370百万円

④ 計（②＋③） 384百万円

　「③　その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であ

ります。 

　「⑦　その他」は、確定拠出年金への掛金支払額であ

ります。

(4）退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　割引率 2.5％

②　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

③　過去勤務債務の処理年数 10年

④　数理計算上の差異の処理年数 5年
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（税効果会計関係）

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）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

繰越欠損金     976百万円

退職給付引当金    33百万円

役員退職慰労引当金    25百万円

未払費用    781百万円

投資有価証券    180百万円

減価償却費    243百万円

会員権   49百万円

その他     431百万円

繰延税金資産小計   2,722百万円

評価性引当額    △635百万円

繰延税金資産合計    2,086百万円

（繰延税金負債）

プログラム等準備金   △936百万円

その他    △147百万円

繰延税金負債合計  △1,084百万円

繰延税金資産の純額    1,002百万円

（繰延税金資産）

繰越欠損金     599百万円

退職給付引当金    38百万円

役員退職慰労引当金    25百万円

未払費用  1,132百万円

投資有価証券    160百万円

減価償却費      339百万円

会員権   44百万円

その他     481百万円

繰延税金資産小計   2,823百万円

評価性引当額    △530百万円

繰延税金資産合計    2,293百万円

（繰延税金負債）

プログラム等準備金   △537百万円

その他    △64百万円

繰延税金負債合計  　△602百万円

繰延税金資産の純額    1,691百万円

(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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

(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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 41.0％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.4％

評価性引当額の減少 △0.3％

持分法投資利益 △0.5％

のれん償却 7.9％

その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 53.1％

法定実効税率 　41.0％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 　 3.0％

評価性引当額の減少 △2.3％

持分法投資利益 △0.2％

のれん償却 　 6.0％

連結未実現損益調整  1.0％

関係会社株式売却益  1.1％

その他 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.4％

（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（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１

日　至　平成20年３月31日）において当社グループは、システム開発、ソフトウェア製・商品の販売、情報処理・

通信サービスの提供、情報機器の販売等の情報サービス事業を展開しており、単一事業のため、事業の種類別セ

グメント情報は記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　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）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１

日　至　平成20年３月31日）において全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める本邦の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　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）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１

日　至　平成20年３月31日）において海外売上高が、いずれも連結売上高の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）

親会社及び法人主要株主等

親会社

会社名
（住所）

資本金
（百万円）

事業の内容 議決権等の被所有割合（％）
関係内容

役員の兼任等 事業上の関係

株式会社電通

（東京都港区）

58,967 広告業
　　直接　　　61.9

　　間接　　　 0.0
兼任　　１人 当社の販売先

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高

（百万円）

システム開発等の提供 (注１) 14,459 売掛金 6,538

資金の預託 　　　　　(注２)
資金の預託 16,446

預け金 8,199
資金の回収 15,737

　（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

１　システム開発等の提供については、市場価格・総原価等を勘案のうえ交渉し、大口顧客としての一般的取

引条件と同様に決定しております。

取引金額には消費税等を含んでおりません。また、期末残高には消費税等を含んでおります。

２　資金の預託に係る利率については、市場金利を参考に、一般的取引条件と同様に決定しております。

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）

親会社及び法人主要株主等

親会社

会社名
（住所）

資本金
（百万円）

事業の内容 議決権等の被所有割合（％）
関係内容

役員の兼任等 事業上の関係

株式会社電通

（東京都港区）

58,967 広告業
　　直接　　　61.9

　　間接　　　 0.0
兼任　　１人 当社の販売先

取引の内容
取引金額

（百万円）
科目

期末残高

（百万円）

システム開発等の提供 (注１) 12,081 売掛金 5,029

資金の預託 　　　　　(注２)

資金の預託 18,479

預け金 10,943資金の回収 15,736

利息の受取 75

　（注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

１　システム開発等の提供については、市場価格・総原価等を勘案のうえ交渉し、大口顧客としての一般的取

引条件と同様に決定しております。

取引金額には消費税等を含んでおりません。また、期末残高には消費税等を含んでおります。

２　資金の預託に係る利率については、市場金利を参考に、一般的取引条件と同様に決定しております。
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（１株当たり情報）

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    982円03銭

１株当たり当期純利益   48円00銭

１株当たり純資産額       1,021円61銭

１株当たり当期純利益     69円83銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、期中

平均株価が新株予約権の行使価格より低く、１株当たり当

期純利益が希薄化しないため、記載を省略しております。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、期中

平均株価が新株予約権の行使価格より低く、１株当たり当

期純利益が希薄化しないため、記載を省略しております。

　（注）１．　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、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）

１　当期純利益   1,564百万円

２　普通株主に帰属しない金額 －百万円

３　普通株式に係る当期純利益   1,564百万円

４　期中平均株式数    32,584千株

１　当期純利益    2,275百万円

２　普通株主に帰属しない金額 　－百万円

３　普通株式に係る当期純利益    2,275百万円

４　期中平均株式数     32,583千株

５　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

５　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

新株引受権   1,000個（100,000株）

新株予約権   1,160個（116,000株）

新株引受権 1,000個（100,000株）

新株予約権 1,160個（116,000株）

　　　　２．　１株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１　純資産の部の合計額   32,212百万円

２　純資産の部の合計額から控除する金

額  
 213百万円

　　（うち少数株主持分）  （213百万円）

３　普通株式に係る連結会計年度末の純

資産額 
 31,998百万円

４　１株当たり純資産額の算定に用いら

れた連結会計年度末の普通株式の数  
 32,583千株

１　純資産の部の合計額    33,541百万円

２　純資産の部の合計額から控除する金

額  
    253百万円

　　（うち少数株主持分）  （253百万円）

３　普通株式に係る連結会計年度末の純

資産額 
  33,287百万円

４　１株当たり純資産額の算定に用いら

れた連結会計年度末の普通株式の数  
   32,583千株

（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）

────── ──────
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５．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

区分 生産高（百万円） 前年同期比（％）

システム開発 32,471 112.8

合計 32,471 112.8

　（注）１　当社グループの受注生産品目であるシステム開発について記載しております。

２　金額は、販売価格に換算して表示しております。

３　金額には、消費税等は含まれておりません。 

（２）受注実績

区分 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％）

システム開発 30,830 104.4 2,583 100.5

合計 30,830 104.4 2,583 100.5

　（注）１　当社グループの受注生産品目であるシステム開発について記載しております。

２　金額には、消費税等は含まれておりません。 

（３）販売実績

区分 販売高（百万円） 前年同期比（％）

システム開発 30,819 106.2

ソフトウェア製品 4,403 98.8

情報処理・通信サービス 4,476 103.8

情報サービス計 39,698 105.1

ソフトウェア商品 30,925 103.8

情報機器販売 6,485 87.6

その他 200 108.7

情報関連商品販売計 37,612 100.6

合計 77,311 102.8

　（注）１　金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、以下のとおりであります。

相手先 

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）  

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

株式会社電通 14,459 19.2 12,081 15.6
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６．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第32期
（平成19年３月31日）

第33期
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 743 334

２　受取手形  ※３ 173 60

３　売掛金 ※２ 15,857 15,646

４　有価証券 － 50

５　商品 42 28

６　仕掛品 725 2,125

７　貯蔵品 9 6

８　前渡金 3,218 3,371

９　前払費用 265 303

10　繰延税金資産 368 841

11　短期貸付金 ※２ 760 1,500

12　預け金 ※２ 8,199 10,943

13　その他 135 108

貸倒引当金 △6 △3

流動資産合計 30,492 64.1 35,317 69.1

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 ※１

(1）建物 662 865

(2）工具器具備品 162 152

有形固定資産合計 824 1.7 1,017 2.0

２　無形固定資産

(1）ソフトウェア 1,588 2,495

(2）電話加入権 26 27

(3）施設利用権 5 4

(4）その他 12 8

無形固定資産合計 1,634 3.4 2,535 5.0

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 1,373 1,017

(2）関係会社株式  6,477 5,865

(3）出資金 29 29

(4）関係会社出資金 100 268

(5）関係会社長期貸付金 2,950 1,250

(6）破産・更生債権 5 －

(7）長期前払費用 212 188

(8）敷金及び保証金 3,430 3,433

 (9）その他 163 186

貸倒引当金 △126 △26

投資その他の資産合計 14,617 30.8 12,213 23.9

固定資産合計 17,076 35.9 15,767 30.9

資産合計 47,569 100.0 51,084 100.0
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第32期
（平成19年３月31日）

第33期
（平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 ※２ 6,991 7,406

２　未払金 606 678

３　未払費用 1,456 2,299

４　未払法人税等 1,402 1,853

５　未払消費税等 496 584

６　前受金  2,981 3,552

７　預り金 ※２ 675 1,562

８　受注損失引当金  104 －

９　その他 3 101

流動負債合計 14,718 30.9 18,039 35.3

Ⅱ　固定負債

１　繰延税金負債 579 55

２　役員退職慰労引当金 36 36

３　預り保証金 ※２ 605 610

固定負債合計 1,221 2.6 702 1.4

負債合計 15,939 33.5 18,742 36.7

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   8,180 17.2  8,180 16.0

２　資本剰余金        

(1）資本準備金  15,285   15,285   

資本剰余金合計   15,285 32.1  15,285 29.9

３　利益剰余金        

(1）利益準備金  160   160   

(2）その他利益剰余金        

プログラム等準備金  1,298   740   

別途積立金  3,643   4,800   

繰越利益剰余金  2,856   3,134   

利益剰余金合計   7,958 16.8  8,836 17.3

４　自己株式   △28 △0.1  △28 △0.0

株主資本合計   31,396 66.0  32,274 63.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金   233 0.5  88 0.1

２　繰延ヘッジ損益   0 0.0  △20 △0.0

評価・換算差額等合計   233 0.5  67 0.1

純資産合計   31,629 66.5  32,342 63.3

負債純資産合計   47,569 100.0  51,084 100.0
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(2）損益計算書

第32期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第33期
（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）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 ※４

１　情報サービス売上高 29,734 30,176

２　情報関連商品売上高 28,663 58,397 100.0 30,694 60,871 100.0

Ⅱ　売上原価

１　情報サービス売上原価 22,308 21,686

２　情報関連商品売上原価 21,694 44,003 75.4 22,928 44,614 73.3

売上総利益 14,393 24.6 16,256 26.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１,３ 12,500 21.4 12,742 20.9

営業利益 1,893 3.2 3,513 5.8

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 ※４ 115 164

２　受取配当金  26 41

３　為替差益  57 116

４　オフィス業務受託収益 ※４ 189 188

５　雑収益 46 436 0.8 38 549 0.9

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 ※４ 1 9

２　支払手数料 2 2

３　貸倒引当金繰入額 － 15

４　投資組合出資損失 4 15

５　附帯税 － 15

６　雑損失 0 9 0.0 0 58 0.1

経常利益 2,320 4.0 4,004 6.6

Ⅵ　特別利益

１　投資有価証券売却益 － － － 138 138 0.2

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却損 ※２ 23 110

２　投資有価証券売却損  4 －

３  投資有価証券評価損  1 53

４　関係会社株式評価損  － 612

５　デット・エクイティ・
スワップ損失

 － 80

６　ソフトウェア評価損 ※５ － 76

７　その他  5 34 0.1 3 936 1.5

税引前当期純利益 2,285 3.9 3,206 5.3

法人税、住民税及び事業税 1,458 2,577

法人税等調整額 △426 1,032 1.8 △900 1,677 2.8

当期純利益 1,253 2.1 1,529 2.5
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売上原価明細書

(イ）情報サービス売上原価明細書

第32期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第33期
（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）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅰ　外注費 22,476 67.9 24,077 68.6

Ⅱ　労務費 6,873 20.7 7,390 21.1

Ⅲ　経費 ※１ 3,778 11.4 3,622 10.3

当期総製造費用 33,128 100.0 35,091 100.0

期首仕掛品たな卸高 975 725

合計 34,104 35,817

他勘定からの振替高 ※２ 713 683

他勘定への振替高 ※３ 11,782 12,688

期末仕掛品たな卸高 725 2,125

当期情報サービス売上原価 22,308 21,686

　（注）

第32期 第33期

※１　経費の主な内訳は以下のとおりであります。 ※１　経費の主な内訳は以下のとおりであります。

賃借料  1,835百万円

通信費    499百万円

賃借料  1,667百万円

通信費    512百万円

※２　他勘定からの振替高の内訳は以下のとおりでありま
す。

※２　他勘定からの振替高の内訳は以下のとおりでありま
す。

固定資産からの振替高    713百万円 固定資産からの振替高    683百万円

※３　他勘定への振替高の内訳は、以下のとおりでありま
す。

※３　他勘定への振替高の内訳は以下のとおりであります。

情報関連商品売上原価への振替高 6,587百万円

販売費及び一般管理費への振替高 4,506百万円

固定資産への振替高    688百万円

情報関連商品売上原価への振替高 7,823百万円

販売費及び一般管理費への振替高 4,030百万円

固定資産への振替高    835百万円

原価計算の方法
　当社は、個別受注によるシステムの開発等を行っている
ため、プロジェクト別個別原価計算を採用しております。

原価計算の方法
同左
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(ロ）情報関連商品売上原価明細書

第32期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第33期
（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　期首商品たな卸高 16 42

Ⅱ　当期商品仕入高 15,148 15,114

合計 15,165 15,157

他勘定からの振替高 ※１ 9,468 10,825

他勘定への振替高 ※２ 3,001 3,025

期末商品たな卸高 42 28

再計 21,590 22,928

受注損失引当金繰入額 104 －

当期情報関連商品売上原価 21,694 22,928

　（注）

第32期 第33期

※１　他勘定からの振替高の内訳は以下のとおりでありま
す。

※１　他勘定からの振替高の内訳は以下のとおりでありま
す。

情報サービス売上原価からの振替高 6,587百万円

前渡金からの振替高  2,881百万円

情報サービス売上原価からの振替高 7,823百万円

前渡金からの振替高 3,001百万円

※２　他勘定への振替高の内訳は以下のとおりであります。※２　他勘定への振替高の内訳は以下のとおりであります。

前渡金への振替高  3,001百万円 前渡金への振替高 2,921百万円

受注損失引当金戻入額への振替高  104百万円
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(3）株主資本等変動計算書

第32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
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）

8,180 15,285 15,285 160 2,340 2,693 2,162 7,356 △27 30,795

事業年度中の変動額

プログラム等準備金の取崩
（注）

    △463  463 －  －

プログラム等準備金の取崩     △578  578 －  －

別途積立金の積立（注）      950 △950 －  －

剰余金の配当（注）       △325 △325  △325

剰余金の配当       △325 △325  △325

当期純利益       1,253 1,253  1,253

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）

－ － － － △1,042 950 693 601 △0 601

平成19年３月31日　残高
（百万円）

8,180 15,285 15,285 160 1,298 3,643 2,856 7,958 △28 31,396

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

533 － 533 31,329

事業年度中の変動額

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    －

別途積立金の積立（注）     －

剰余金の配当（注）     △325

剰余金の配当    △325

当期純利益    1,253

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）

△300 0 △300 △300

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△300 0 △300 300

平成19年３月31日　残高
（百万円）

233 0 233 31,629

　（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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第33期（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
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19年３月31日　残高
（百万円）

8,180 15,285 15,285 160 1,298 3,643 2,856 7,958 △28 31,396

事業年度中の変動額

プログラム等準備金の取崩     △557  557 －  －

別途積立金の積立      1,157 △1,157 －  －

剰余金の配当       △651 △651  △651

当期純利益       1,529 1,529  1,529

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）

－ － － － △557 1,157 278 877 △0 877

平成20年３月31日　残高
（百万円）

8,180 15,285 15,285 160 740 4,800 3,134 8,836 △28 32,274

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

233 0 233 31,629

事業年度中の変動額

プログラム等準備金の取崩    －

別途積立金の積立    －

剰余金の配当    △651

当期純利益    1,529

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）

△144 △20 △165 △165

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△144 △20 △165 712

平成20年３月31日　残高
（百万円）

88 △20 67 32,342
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重要な会計方針

項目 第32期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第33期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的の債券

償却原価法（利息法）

(1）満期保有目的の債券

同左

(2）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

(3）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

より算出しております。）

(3）その他有価証券

①　時価のあるもの

同左

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　デリバティブ取引により

生じる正味の債権（及び債

務）の評価基準及び評価方

法

時価法 同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

移動平均法による原価法

(1）商品

同左

(2）仕掛品

個別法による原価法

(2）仕掛品

同左

(3）貯蔵品

最終仕入原価法

(3）貯蔵品

同左

４　固定資産の減価償却の方

法

(1）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　　　　　…　８～18年

工具器具備品　…　５～10年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

①　市場販売目的ソフトウェア

　見込販売収益（数量）又は見込有効

期間（３年以内）に基づく定額法

(2）無形固定資産

①　市場販売目的ソフトウェア

同左

②　自社利用ソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年以

内）に基づく定額法

②　自社利用ソフトウェア

同左

③　その他

　定額法

  なお、主な耐用年数は５年でありま

す。

③　その他

同左

(3）長期前払費用

　定額法

　なお、主な償却期間は４年及び５年で

あります。 

(3）長期前払費用

同左
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項目 第32期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第33期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額の全額を計上

しております。

(2）役員退職慰労引当金

同左

(3）受注損失引当金 

  顧客より受注済みの案件のうち、 当

該受注契約の履行に伴い、翌事業年度以

降に損失の発生が見込まれ、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、将来の損失に備えるた

め翌事業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。 

(3）受注損失引当金 

同左

６　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

７　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

為替予約取引

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段

同左

②　ヘッジ対象

外貨建予定取引

②　ヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　為替予約取引については、実需の範囲

内に限定し、売買益を目的とした投機的

な取引は実施しないこととしております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジの有効性の評価方法

　外貨建予定取引については、過去の取

引実績及び今後の取引の実行可能性を総

合的に勘案し、ヘッジ対象としての適格

性を検討することにより、有効性の評価

を実施しております。

(4）ヘッジの有効性の評価方法

同左

８　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第32期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第33期
（自　平成19年４月１日
至　平成20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)   ───── 

　当期より、「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、31,629百万

円であります。

　なお、当期における貸借対照表の純資産の部について

は、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 

───── （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

　法人税法の改正に伴い、当期より、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。

　これによる損益への影響は軽微であります。  

追加情報

第32期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第33期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────── (事業用資産の新規取得） 

　当社は運用保守サービスの強化のため、平成20年３月

28日の取締役会決議に基づき、平成20年４月１日に不動

産の売買契約を締結しております。

　内容は下記のとおりです。 

(取得資産の内容) 

名称 三鷹オフィス 

所在地 東京都三鷹市 

資産の概要 土地　2,211.39㎡ 

建物　鉄筋コンクリート造陸屋根地下

２階付３階建

取得価額 1,700百万円 
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注記事項

（貸借対照表関係）

第32期
（平成19年３月31日）

第33期
（平成20年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額    1,037百万円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額     1,168百万円

※２　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは以下のとおりであります。

※２　関係会社に係る注記

　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは以下のとおりであります。

売掛金      6,591百万円

短期貸付金      760百万円

預け金      8,199百万円

買掛金      1,391百万円

預り金  601百万円

預り保証金     603百万円

売掛金     5,074百万円

短期貸付金     1,500百万円

預け金     10,943百万円

買掛金     1,514百万円

預り金     1,489百万円

預り保証金        608百万円

※３　期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。期末日満期手形の金額

は次のとおりであります。 

受取手形 22百万円

※３　　　　　　　　──────
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（損益計算書関係）

第32期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第33期
（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 ※１　販売費及び一般管理費

販売費に属する費用のおおよその割合 63％

一般管理費に属する費用のおおよその割合 37％

販売費に属する費用のおおよその割合 　58％

一般管理費に属する費用のおおよその割合　42％

販売促進費      1,437百万円

業務開発費      1,696百万円

従業員給与      3,168百万円

賃借料      1,149百万円

業務委託費      1,956百万円

減価償却費    305百万円

販売促進費       1,168百万円

業務開発費        1,534百万円

従業員給与        3,723百万円

賃借料       1,171百万円

業務委託費       1,506百万円

減価償却費       294百万円

※２　固定資産除却損の内容 ※２　固定資産除却損の内容

建物  3百万円

工具器具備品  1百万円

ソフトウェア  19百万円

合計  23百万円

工具器具備品   17百万円

ソフトウェア    93百万円

合計   110百万円

※３　一般管理費に含まれる研究開発費 ※３　一般管理費に含まれる研究開発費

    322百万円        657百万円

※４　関係会社に係る注記 ※４　関係会社に係る注記

売上高       14,751百万円

受取利息 　     113百万円

オフィス業務受託収益 　      189百万円

支払利息  1百万円

売上高 12,486百万円

受取利息 　163百万円

オフィス業務受託収益 　      188百万円

支払利息  9百万円

 ※５　　　　　　　　　──────  ※５　ソフトウェア評価損は、当期において販売開始時の

総見込販売収益を見直した結果、総見込販売収益の著

しい減少が見込まれたため、当該ソフトウェアの経済

価値の減少部分を一時の損失として計上したものであ

ります。

（株主資本等変動計算書関係）

第32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） 7 0 － 7

合計 7 0 － 7

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

第33期（自　平成19年４月１日　至　平成20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） 7 0 － 7

合計 7 0 － 7

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（有価証券関係）

前事業年度末（平成19年３月31日）及び当事業年度末（平成20年３月31日）のいずれにおいても子会社株式及び

関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

第32期
（平成19年３月31日）

第33期
（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別の

内訳

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

未払事業税   117百万円

未払費用    560百万円

役員退職慰労引当金   15百万円

投資有価証券  48百万円

会員権   44百万円

貸倒引当金   49百万円

その他    135百万円

繰延税金資産小計      971百万円

評価性引当額    △137百万円

繰延税金資産合計      833百万円

（繰延税金負債）

プログラム等準備金    △902百万円

その他有価証券評価差額金    △141百万円

繰延ヘッジ損益  △0百万円

繰延税金負債合計  △1,044百万円

繰延税金負債の純額    △210百万円

（繰延税金資産）

未払事業税   154百万円

未払費用    904百万円

役員退職慰労引当金   15百万円

投資有価証券  48百万円

会員権   40百万円

減価償却費     196百万円

関係会社株式     331百万円

貸倒引当金  10百万円

その他       90百万円

繰延税金資産小計    1,791百万円

評価性引当額    △430百万円

繰延税金資産合計    1,361百万円

（繰延税金負債）

プログラム等準備金    △514百万円

その他有価証券評価差額金  　 △61百万円

繰延税金負債合計  　△576百万円

繰延税金資産の純額    　785百万円

(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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

(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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 41.0％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.2％

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.1％

評価性引当額の増加 0.7％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.2％

法定実効税率 41.0％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0％

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.3％

評価性引当額の増加 　 9.1％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.3％
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（１株当たり情報）

第32期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第33期
（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    970円72銭

１株当たり当期純利益    38円46銭

１株当たり純資産額       992円58銭

１株当たり当期純利益      46円94銭

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、期中

平均株価が新株予約権の行使価格より低く、１株当たり当

期純利益が希薄化しないため、記載を省略しております。

　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、期中

平均株価が新株予約権の行使価格より低く、１株当たり当

期純利益が希薄化しないため、記載を省略しております。

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

第32期
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第33期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　当期純利益    1,253百万円

２　普通株主に帰属しない金額 －百万円

３　普通株式に係る当期純利益    1,253百万円

４　期中平均株式数     32,584千株

１　当期純利益   1,529百万円

２　普通株主に帰属しない金額 　－百万円

３　普通株式に係る当期純利益    1,529百万円

４　期中平均株式数     32,583千株

５　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

５　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

新株引受権   1,000個（100,000株）

新株予約権   1,160個（116,000株）

新株引受権 1,000個（100,000株）

新株予約権  1,160個（116,000株）

　 　　 ２． １株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

第32期
（平成19年３月31日）

第33期
（平成20年３月31日）

１　純資産の部の合計額  31,629百万円

２　純資産の部の合計額から控除する金

額   
－百万円

３　普通株式に係る当期末の純資産額  31,629百万円

４　１株当たり純資産額の算定に用いら

れた当期末の普通株式の数  
32,583千株

１　純資産の部の合計額   32,342百万円

２　純資産の部の合計額から控除する金

額   
　－百万円

３　普通株式に係る当期末の純資産額   32,342百万円

４　１株当たり純資産額の算定に用いら

れた当期末の普通株式の数  
  32,583千株

（重要な後発事象）

第32期
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

第33期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────── ──────
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７．役員の異動（平成20年６月25日付）
 

（１）代表者の異動 

　　　・退任予定取締役

　　　　　代表取締役　古川　英昭 　（特別顧問就任予定）

 

（２）その他の役員の異動

　　　・新任取締役候補

　　　　　取締役　梅沢　幸之助　（現　常務執行役員）

　　　　　取締役　吉本　　敦　　（現　常務執行役員、株式会社アイティアイディコンサルティング代表取締役社長）

　　　

　　　・退任予定取締役

　　　　　取締役　桜井　仁司　　（常務執行役員就任予定）

 

　　　・昇任取締役候補

　　　　　専務取締役　岩田　晴夫　（現　常務取締役）

　　　　　専務取締役　福山　章弘　（現　常務取締役）

　　　　　常務取締役　笠　　健児　（現　取締役）

　　　　　常務取締役　上原　伸夫　（現　取締役）

　　　　　常務取締役　市川　建志　（現　取締役）
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