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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 営業利益又は損失 経常利益 当期純利益又は純損失

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 199,261 △5.8 10,432 － 11,170 818.4 4,153 －

19年３月期 211,581 0.8 △0 － 1,216 △89.9 △818 －

１株当たり
当期純利益又は純損失

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 91 65 － － 5.2 6.5 5.2

19年３月期 △18 05 － － △1.0 0.7 △0.0

（参考）持分法投資損益 20年３月期 △127百万円 19年３月期 △64百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 166,863 93,632 47.9 1,763 06

19年３月期 174,455 93,183 46.0 1,770 18

（参考）自己資本 20年３月期 79,912百万円 19年３月期 80,218百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 8,537 △7,780 △366 24,648

19年３月期 15,749 △9,998 △6,711 24,254

２．配当の状況

１株当たり配当金 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 17 00 27 00 1,223 － 1.48

20年３月期 10 00 17 00 27 00 1,223 29.46 1.53
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３．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　　　　　　　　無

（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 45,336,787株 19年３月期 45,326,412株

②　期末自己株式数 20年３月期 10,885株 19年３月期 10,071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 営業利益又は損失 経常利益又は損失 当期純利益又は損失

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 97,412 △11.1 1,614 － 1,966 － 471 －

19年３月期 109,594 6.7 △4,020 － △3,398 － △1,269 －

１株当たり
当期純利益又は損失

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 10 40 － －

19年３月期 △28 02 － －

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 124,105 75,132 60.5 1,657 61

19年３月期 131,076 78,092 59.6 1,723 27

（参考）自己資本 20年３月期 75,132百万円 19年３月期 78,092百万円
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業業績を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善により景気

は緩やかな拡大基調で推移いたしましたが、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカ経済の減速や株式・

為替市場の変動、原油価格の高騰などの影響から減速感も見受けられるようになりました。

　情報サービス産業では、ソフトウェア投資が引き続き拡大いたしました。銀行や保険会社を中心とした金融業にお

ける長期・大規模な投資が堅調に推移し、牽引役となったほか、製造業や流通業などにおいても生産・物流管理の効

率化など、競争力強化を目的とした投資が増加いたしました。

　その一方で、お客様のニーズの高度化や投資対効果を重視する姿勢は一段と強まっており、その対応が重要な課題

となっております。

　このような環境の中で、当社グループは、品質および生産性の向上とともに、プロジェクトマネジメントの強化に

よる不採算案件の解消および未然防止の徹底を推進いたしました。

　当社で現在継続中の大型案件については、開発段階のピークを越えましたが、顧客とともに今後の計画の見直しを

進めた結果、社会システムとしての重要性に鑑み、円滑な稼働開始に向けて追加のテストを織り込んだため、稼働開

始時期を大幅に延期いたしました。これに伴って発生する追加費用全額を当中間期に計上したことから、いったん業

績見通しを修正いたしましたが、当該大型案件以外の開発案件および主要子会社の業績が堅調に推移した結果、当連

結会計年度の売上高は199,261百万円（前期比5.8％減）、営業利益は10,432百万円（前期は0百万円の営業損失）、経

常利益は11,170百万円（前期比818.4％増）、当期純利益は4,153百万円（前期は818百万円の当期純損失）となりまし

た。

 

　分野別の状況は以下のとおりであります。

　アウトソーシングサービス分野におきましては、当社において主要顧客向けの売上高が増加したほか、株式会社ア

グレックスにおけるビジネスプロセスアウトソーシング（ＢＰＯ）が保険業界向けに好調に推移いたしました。この

結果、アウトソーシングサービス分野の売上高は80,844百万円（前期比7.0％増）となりました。

　ソフトウェア開発分野におきましては、当社において現在継続中の大型案件が開発段階のピークを越えた影響が大

きく、売上高は92,655百万円（前期比10.0％減）となりました。

　ソリューションサービス分野におきましては、大口顧客におけるシステム更新需要に伴い売上の伸びた前期に比べ

減収となり、売上高は22,026百万円（前期比21.4％減）となりました。

　その他の分野におきましては、リース事業を担当しているＴＩＳリース株式会社がグループ会社向けのＩＴを中心

とするリース機能の提供に主軸を置いた経営方針への転換を進めていることなどを受け、売上高は3,735百万円（前期

比26.1％減）となりました。

　なお、当社は、情報サービス産業のトップ企業の一つとしてさらなる成長を目指す中、株式会社インテックホール

ディングスと経営統合することにより両社の保有する経営資源、顧客基盤、技術力を共有・活用することが両社の企

業価値を大きく高めるための最善の選択であるとの判断のもと、平成20年2月15日開催の両社臨時株主総会における決

議に基づいて、平成20年4月1日に株式移転による共同持株会社「ＩＴホールディングス株式会社」を設立いたしまし

た。

　ＩＴホールディングス株式会社の設立によって当社が同社の完全子会社となったことに伴い、当社普通株式は東京

証券取引所において平成20年3月26日をもって上場廃止となりました。また、大阪証券取引所においては平成20年3月

16日をもって上場廃止となりました。
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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、前連結会計年度末に比べ393百万円増加

し、当連結会計年度末には24,648百万円となりました。

　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）

　営業活動の結果得られた資金は、8,537百万円（前期比45.8％減）となりました。これは主に税金等調整前当期純

利益9,309百万円に、資金の増加として、売上債権の減少額8,340百万円、減価償却費8,007百万円などがあった一方、

資金の減少として、仕入債務の減少額△5,471百万円、たな卸資産の増加額△4,003百万円、法人税等の支払額△

3,452百万円などがあったことによるものです。

（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、△7,780百万円（前期比22.2％減）となりました。これは主に資金の増加として、

有価証券の償還による収入2,699百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入1,917百万円などがあった一方、

資金の減少として、有価証券の取得による支出△2,995百万円、投資有価証券の取得による支出△1,853百万円、固

定資産の取得による支出△6,078百万円などがあったことによるものです。

（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、△366百万円（前期比94.5％減）となりました。これは主に資金の増加として、

長期借入金の借入れによる収入7,889百万円、社債の発行による収入6,950百万円などがあった一方、資金の減少と

して転換社債の償還による支出△9,983百万円、長期借入金の返済による支出△2,631百万円などがあったことによ

るものです。

主な指標につきましては、以下のとおりであります。 

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 46.3 43.3 45.9 46.0 47.9

時価ベースの自己資本比率

（％）
138.2 105.0 77.2 72.7 －

債務償還年数（年） 2.4 12.0 1.8 1.9 3.7

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
177.2 28.1 148.7 94.9 29.0

　自己資本比率：自己資本／総資産

　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　債務償還年数：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー

　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い

　※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

　※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象としております。

　※当社株式は平成20年３月26日より上場廃止となったため、平成20年３月期の「時価ベースの自己資本比率」は算出し

　　ておりません。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、連結子会社23社および持分法適用関連会社９社で構成されます。主な業務は、情報化投資

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

するリース業、コンサルティング業などの業務も行っております。

　当グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

□ アウトソーシングサービス

　当社グループのセンターで、システムオペレーションサービス、システムハウジングサービス、受託運用サービス

などを行っております。

□ ソフトウェア開発

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

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

□ ソリューションサービス

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

わせて、顧客に最適なシステム機器構成の提案、導入支援を行っております。
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　以上に述べた事業の系統図は以下のとおりであります。（◎：連結子会社、○：持分適用関連会社）

 
お 客 様 

アウトソーシングサービス ソリューションサービス ソフトウェア開発 

当社 TIS㈱ 
◎クオリカ㈱  ◎㈱アグレックス  ◎㈱ユーフィット 

◎TIS システムサービス㈱ 

◎㈱シーエスエイ 

◎㈱シーエスティ 

◎天津提愛斯翔泰信息系統有限公司 

○㈱イーラボ 

◎㈱ランサ・ジャパン 

◎㈱AJ S ソフトウエア 

◎アグレックスファインテクノ㈱ 

◎TKSOFT SINGAPORE PTE. Ltd. 

◎QUALICA(SHANGHAI)INC. 

○エンコデックスジャパン㈱ 

○DGT インフォメーションシステムズ 

◎TIS ソリューションビジネス㈱ 
◎㈱エス・イー・ラボ 

◎TISI(上海)Co.,Ltd. 
○宏図財務軟件（上海）有限公司 

 

  ◎㈱システムサポート 

◎AJ S㈱ 

 
◎㈱システムズ・トラスト（注１） 

◎TIS トータルサービス㈱  

◎TIS リース㈱ 

◎BM コンサルタンツ㈱  

◎TIS R&D Center，Inc.  ◎登録管理ネットワーク㈱ 

○ほんつな㈱  

○クロノバ㈱ 
○アルメック㈱ 
○アプシェ㈱ 
○メディカル統計㈱ 

（注１）㈱システムズ・トラストは既に営業活動を中止し、清算手続きを進めております。

 

　なお、最近の有価証券報告書（平成19年６月25日提出）における「関係会社の状況」から重要な変更がないため、「関

係会社の状況」の開示を省略しております。
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３．経営方針
　平成20年3月期中間決算短信（平成19年11月5日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略します。

　当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ） 

http://www.tis.co.jp

　　　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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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 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金  22,971   22,959   

２　受取手形及び売掛金  47,786   39,688   

３　有価証券  1,812   3,621   

４　たな卸資産  6,459   10,463   

５　繰延税金資産  7,585   11,313   

６　その他  2,996   3,115   

７　貸倒引当金  △30   △22   

流動資産合計  89,581 51.3  91,140 54.6 1,558

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1) 建物及び構築物  20,270   20,301   

(2) 機械装置及び運搬具  3,330   3,000   

(3) 土地  6,704   6,704   

(4) 貸与資産  4,989   3,986   

(5) その他  1,267   1,088   

有形固定資産合計  36,562 (21.0)  35,081 (21.0) △1,481

２　無形固定資産  6,243 (3.6)  5,628 (3.4) △614

３　投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  30,275   22,535   

(2) 繰延税金資産  879   1,026   

(3) 前払年金費用  1,568   1,629   

(4) 差入保証金  7,282   7,723   

(5) その他  2,278   2,421   

(6) 貸倒引当金  △216   △321   

投資その他の資産合計  42,068 (24.1)  35,013 (21.0) △7,054

固定資産合計  84,874 48.7  75,723 45.4 △9,150

資産合計  174,455 100.0  166,863 100.0 △7,591
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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 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　支払手形及び買掛金  17,320   11,889   

２　短期借入金  4,839   4,578   

３　１年以内償還予定社債  －   7,000   

４　１年以内償還予定転換社債  9,999   －   

５　未払法人税等  2,346   5,700   

６　賞与引当金  3,432   3,847   

７　受注損失引当金  5,139   －   

８　その他  12,573   13,018   

流動負債合計  55,650 31.9  46,034 27.6 △9,616

Ⅱ　固定負債        

１　社債  7,500   7,500   

２　長期借入金  7,497   12,447   

３　退職給付引当金  2,524   2,864   

４　役員退職慰労引当金  882   345   

５　負ののれん  1,342   22   

６　繰延税金負債  4,051   1,965   

７　再評価に係る繰延税金負債  1,064   1,064   

８　その他  759   987   

固定負債合計  25,621 14.7  27,197 16.3 1,575

負債合計  81,272 46.6  73,231 43.9 △8,040
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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 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  23,088 13.2  23,110 13.8 22

２　資本剰余金  22,415 12.8  22,438 13.4 22

３　利益剰余金  33,360 19.2  36,290 21.8 2,930

４　自己株式  △35 △0.0  △36 △0.0 △1

　　株主資本合計  78,828 45.2  81,802 49.0 2,973

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金  4,322 2.5  1,050 0.6 △3,271

２　土地再評価差額金  △2,922 △1.7  △2,922 △1.7 －

３　為替換算調整勘定  △10 △0.0  △18 △0.0 △8

　　評価・換算差額等合計  1,389 0.8  △1,890 △1.1 △3,279

Ⅲ　少数株主持分  12,965 7.4  13,720 8.2 754

純資産合計  93,183 53.4  93,632 56.1 448

負債純資産合計  174,455 100.0  166,863 100.0 △7,591
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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 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高  211,581 100.0  199,261 100.0 △12,320

Ⅱ　売上原価  186,715 88.2  162,746 81.7 △23,969

売上総利益  24,866 11.8  36,515 18.3 11,649

Ⅲ　販売費及び一般管理費  24,867 11.8  26,083 13.1 1,215

営業利益又は
営業損失(△)

 △0 △0.0  10,432 5.2 10,433

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息 67   65    

２　受取配当金 331   443    

３　負ののれん償却額 952   952    

４　その他 234 1,586 0.8 167 1,629 0.8 42

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息 165   293    

２　持分法による投資損失 64   127    

３　貸倒引当金繰入額 60   132    

４　借入金事務手数料 －   111    

５　その他 77 369 0.2 226 891 0.4 522

経常利益  1,216 0.6  11,170 5.6 9,954

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益 689   557    

２　退職給付制度改定益 405   －    

３　その他 85 1,180 0.5 45 602 0.3 △577

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 1,422   178    

２　投資有価証券評価損 67   705    

３　経営統合関連費用 －   975    

４　減損損失 －   409    

５　その他 237 1,727 0.8 196 2,463 1.2 736

税金等調整前当期純利益  669 0.3  9,309 4.7 8,639

法人税・住民税及び事業税 3,663   7,009    

法人税等調整額 △2,934 728 0.3 △3,437 3,572 1.8 2,843

少数株主利益（△）  △758 △0.4  △1,583 △0.8 △824

当期純利益又は
当期純損失(△)

 △818 △0.4  4,153 2.1 4,972

        

ＩＴホールディングス㈱（ＴＩＳ㈱分）（3626）平成 20 年３月期決算短信

－ 11 －



(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）

23,084 22,412 35,507 △32 80,971

連結会計年度中の変動額

新株の発行 3 3   6

剰余金の配当（注）   △770  △770

中間配当   △453  △453

役員賞与（注）   △105  △105

当期純損失   △818  △818

自己株式の取得    △2 △2

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

3 3 △2,146 △2 △2,140

平成19年３月31日　残高
（百万円）

23,088 22,415 33,360 △35 78,828

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

7,643 △2,922 △50 4,671 12,613 98,256

連結会計年度中の変動額

新株の発行      6

剰余金の配当（注）      △770

中間配当      △453

役員賞与（注）      △105

当期純損失      △818

自己株式の取得      △2

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△3,321 － 39 △3,281 351 △2,929

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△3,321 － 39 △3,281 351 △5,072

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,322 △2,922 △10 1,389 12,965 93,183

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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）

23,088 22,415 33,360 △35 78,828

連結会計年度中の変動額

新株の発行 22 22   44

剰余金の配当   △1,223  △1,223

当期純利益   4,153  4,153

自己株式の取得    △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）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

22 22 2,930 △1 2,973

平成20年３月31日　残高
（百万円）

23,110 22,438 36,290 △36 81,802

評価・換算差額等

少数株主持
分

純資産合計その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

4,322 △2,922 △10 1,389 12,965 93,183

連結会計年度中の変動額

新株の発行      44

剰余金の配当      △1,223

当期純利益      4,153

自己株式の取得      △1

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△3,271 － △8 △3,279 754 △2,524

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△3,271 － △8 △3,279 754 448

平成20年３月31日　残高
（百万円）

1,050 △2,922 △18 △1,890 13,720 93,632
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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）

対前年比

区分 金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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

669 9,309  

２　減価償却費 9,792 8,007  

３　減損損失 ― 409  

４　のれん償却額 775 250  

５　負ののれん償却額 △952 △952  

６　貸倒引当金の増減額 △189 97  

７　賞与引当金の増加額 ― 407  

８　退職給付引当金（前払
年金費用）の増減額

△992 275  

９　役員退職慰労引当金減
少額 

△61 △537  

10　受取利息及び受取配当
金

△399 △509  

11　支払利息 165 293  

12　持分法による投資損
失 

64 127  

13　投資有価証券売却損益
及び評価損 

△622 148  

14　有形・無形固定資産除
売却損益 

1,416 198  

15　売上債権の減少額 6,332 8,340  

16　たな卸資産の増減額 712 △4,003  

17　仕入債務の減少額 △1,187 △5,471  

18　受注損失引当金の増減
額

5,139 △5,139  

19　その他営業負債の増減
額

△1,200 699  

20　未払消費税等の減少額 △232 △243  

21　その他固定負債の増加
額

45 171  

22　その他 14 △146  

小計 19,289 11,732 △7,557

23　利息及び配当金の受取
額

399 510  

24　利息の支払額 △189 △252  

25　法人税等の支払額 △3,749 △3,452  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

15,749 8,537 △7,212
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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）

対前年比

区分 金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　定期預金の預入による
支出

△729 △506  

２　定期預金の払戻による
収入

382 ―  

３　有形固定資産の取得に
よる支出

△7,402 △4,386  

４　有形固定資産の売却に
よる収入

25 20  

５　無形固定資産の取得に
よる支出

△1,675 △1,692  

６　有価証券の取得による
支出

― △2,995  

７　有価証券の償還による
収入

― 2,699  

８　投資有価証券の取得に
よる支出

△4,754 △1,853  

９　投資有価証券の売却及
び償還による収入

4,913 1,917  

10　連結範囲の変更を伴う
子会社株式の取得によ
る支出

△323 △448  

11　子会社株式の追加取得
による支出

△30 ―  

12　貸付金の回収による収
入 

6 6  

13　差入保証金にかかる支
出 

△714 △936  

14　差入保証金の回収によ
る収入 

382 533  

15　その他の投資による支
出

△276 △188  

16　その他の投資の回収に
よる収入

85 15  

17　その他 114 34  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△9,998 △7,780 2,217
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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）

対前年比

区分 金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

１　短期借入金の純増減額 82 △974  

２　長期借入金の借入れに
よる収入

427 7,889  

３　長期借入金の返済によ
る支出

△5,557 △2,631  

４　転換社債の償還による
支出

― △9,983  

５　社債の発行による収入 ― 6,950  

６　社債の償還による支出 △220 ―  

７　株式の発行による収入 6 ―  

８　自己株式の取得による
支出

△2 △151  

９　配当金の支払額 △1,223 △1,223  

10　少数株主への配当金の
支払額 

△225 △240  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△6,711 △366 6,344

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

10 3 △6

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額

△949 393 1,343

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

25,203 24,254 △949

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

24,254 24,648 393
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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

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

連結の範囲に含めた子会社は下記の24社であります。

ＴＩＳシステムサービス株式会社

ＴＩＳトータルサービス株式会社

ＴＩＳリース株式会社

東洋ネットワークサービス株式会社

アイティリサーチ株式会社

ＴＩＳソリューションビジネス株式会社

クオリカ株式会社

株式会社エス・イー・ラボ

株式会社ランサ・ジャパン

株式会社アグレックス

オープンテクノ株式会社

株式会社フィネス

株式会社システムズ・トラスト

株式会社ユーフィット

株式会社システムサポート

株式会社シーエスエイ

株式会社シーエスティ

ＡＪＳ株式会社

（旧　旭化成情報システム株式会社）

株式会社ＡＪＳソフトウエア

（旧　株式会社エイ・ジエイ・エス　ソフトウエ

ア）

TIS R&D Center,Inc.

TISI (USA),Inc.

TISI (上海) Co.,Ltd.

TIS North America Inc.

TKSOFT SINGAPORE PTE.Ltd.

オープンテクノ株式会社及び株式会社フィネスは第

三者から株式取得したことによって当連結会計年度

より連結の範囲に含めております。また、ＴＩＳコ

ンサルティング株式会社は、当社との合併により、

連結の範囲から除いております。

１　連結の範囲に関する事項

連結の範囲に含めた子会社は下記の23社であります。

ＴＩＳシステムサービス株式会社

ＴＩＳトータルサービス株式会社

ＴＩＳリース株式会社

ＢＭコンサルタンツ株式会社

（旧　アイティリサーチ株式会社）

ＴＩＳソリューションビジネス株式会社

クオリカ株式会社

株式会社エス・イー・ラボ

株式会社ランサ・ジャパン

株式会社アグレックス

アグレックスファインテクノ株式会社

（旧　オープンテクノ株式会社）

登録管理ネットワーク株式会社

株式会社システムズ・トラスト

株式会社ユーフィット

株式会社システムサポート

株式会社シーエスエイ

株式会社シーエスティ

ＡＪＳ株式会社

株式会社ＡＪＳソフトウエア

TIS R&D Center,Inc.

TISI (上海) Co.,Ltd.

天津提愛斯翔泰信息系統有限公司

TKSOFT SINGAPORE PTE.Ltd.

QUALICA(SHANGHAI)INC.

QUALICA(SHANGHAI)INC.及び天津提愛斯翔泰信息系統

有限公司は新規設立により、登録管理ネットワーク

株式会社は第三者から株式取得したことによって当

連結会計年度より連結の範囲に含めております。

連結子会社オープンテクノ株式会社は、株式会社フィ

ネスを平成19年４月１日に吸収合併し、アグレック

スファインテクノ株式会社に商号変更しておりま

す。

また、東洋ネットワークサービス株式会社、TISI

(USA),Inc.、及びTIS North America Inc.は、清算

が結了したことにより、連結の範囲から除外してお

ります。
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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）

２　持分法の適用に関する事項

持分法を適用した会社は下記の11社であります。

エンコデックスジャパン株式会社

Ｍ＆Ｔシステムオペレーションズ株式会社

株式会社イーラボ

宏図財務軟件（上海）有限公司

ＤＧＴインフォメーションシステムズ

ほんつな株式会社

クロノバ株式会社

アルメック株式会社

アプシェ株式会社 

メディカル統計株式会社 

ビーベスト・インターナショナル株式会社 

ビーベスト・インターナショナル株式会社は設立出資

によって、当連結会計年度より持分法を適用しており

ます。

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる

会社については、各社の直近決算日の財務諸表を採用

しております。

２　持分法の適用に関する事項

持分法を適用した会社は下記の９社であります。

エンコデックスジャパン株式会社

株式会社イーラボ

宏図財務軟件（上海）有限公司

ＤＧＴインフォメーションシステムズ

ほんつな株式会社

クロノバ株式会社

アルメック株式会社

アプシェ株式会社 

メディカル統計株式会社 

Ｍ＆Ｔシステムオペレーションズ株式会社及びビーベ

スト・インターナショナル株式会社は、清算が結了し

たことにより、持分法の適用範囲から除外しておりま

す。

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる

会社については、各社の直近決算日の財務諸表を採用

しております。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、TIS R&D Center,Inc.、TISI

(USA),Inc.、TIS North America Inc.、及びTKSOFT 

SINGAPORE PTE.Ltd.及びＴＩＳＩ(上海)Co., Ltd.の

決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては12月31日現在の財務

諸表を採用しておりますが、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については連結上必要な調整を行ってお

ります。

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、TIS R&D Center,Inc.、TISI(上

海)Co., Ltd.、天津提愛斯翔泰信息系統有限公司、

TKSOFT SINGAPORE PTE.Ltd.及びQUALICA(SHANGHAI)

INC.の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては12月31日現在の財務

諸表を採用しておりますが、連結決算日との間に生じ

た重要な取引については連結上必要な調整を行ってお

ります。
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前連結会計年度
（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）

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定しておりま

す）        　　　　　　　　　

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ)有価証券

満期保有目的の債券

　　　　　　　同左

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、主

として売却原価は移動平均法により算定し

ております）

時価のないもの

主として移動平均法による原価法

時価のないもの

　　　　　同左

(ロ)たな卸資産

商品

主として先入先出法による原価法

仕掛品

個別法による原価法

(ロ)たな卸資産

商品

同左

仕掛品

同左

(ハ)デリバティブ

時価法

(ハ)デリバティブ

　　　　　　　同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

建物、構築物、車輌運搬具

主として定額法

機械装置、器具備品

主として定率法

貸与資産

貸与期間を耐用年数とする定額法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ)有形固定資産

建物、構築物、車輌運搬具

同左

機械装置、器具備品

　　　　　　同左

貸与資産

同左

 

 

　（会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正

に伴い、当連結会計年度より、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。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ82百万円減少して

おります。

　（追加情報）

　当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に

伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含めて計上して

おります。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ109百万円減少し

ております。
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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）

(ロ)無形固定資産

定額法

ただし、市場販売目的のソフトウェアについて

は、ソフトウェアの残高に見積売上高に対する

当期売上の割合を乗じた金額と、見積効用年数

(３年)による定額法によって計算した金額のい

ずれか多い金額をもって償却しております。ま

た自社利用目的のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間(３～５年)に基づく定

額法によっております。

(ロ)無形固定資産

定額法

ただし、市場販売目的のソフトウェアについて

は、主として、ソフトウェアの残高に見積売上

高に対する当期売上の割合を乗じた金額と、見

積効用年数(３年)による定額法によって計算し

た金額のいずれか多い金額をもって償却してお

ります。また自社利用目的のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間(３～５年)

に基づく定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権

については実績繰入率により、貸倒懸念債権等

については、個別貸倒見積額を計上しておりま

す。

(3) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

役員賞与および一部連結子会社の従業員賞与の

支給に充てるため、支給見込額を計上しており

ます。

(ロ)賞与引当金

　　　　　　　同左

(ハ)受注損失引当金

ソフトウェアの請負契約に係る開発案件のうち、

当連結会計年度末時点で将来の損失が見込まれ、

かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可

能なものについては、翌連結会計年度以降に発

生が見込まれる損失額を計上しております。

(ハ)　　　　　――――――

 

(ニ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。数理計算上の差

異は、主として、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定

額法により、翌期から費用処理することとして

おります。過去勤務債務については、主として

その発生時に一括処理しております。なお、一

部の連結子会社は退職給付債務の計算にあたり、

簡便法を採用しております。

(ニ)退職給付引当金

　　　　　　　同左
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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）

(ホ)役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。

(ホ)役員退職慰労引当金

一部の国内連結子会社は、役員退職慰労金の支

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。

（追加情報）

当社及び一部連結子会社は、役員退職慰労金の

支出に備えるため、内規に基づく要支給額を計

上しておりましたが、それぞれの株主総会にお

いて、役員の退職慰労金制度の廃止に伴う打切

り支給を決議しました。これにより当連結会計

年度において役員に対する役員退職慰労引当金

を全額取崩し、打切り支給に伴う未払額を流動

負債の「その他」と固定負債の「その他」に計

上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお在外子会社等の換算は、決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差

額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め

ております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準

　　　　　　　　同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

一部の連結子会社の金利スワップについては特

例処理の要件を満たしているため、特例処理を

採用しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

　　　　　　　同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段  ヘッジ対象

金利スワップ  借入金

 　　　　　　　　　　　　同左

(ハ)ヘッジ方針

現在又は将来においてヘッジ対象となる資産、

負債が存在する場合に限りデリバティブ取引を

利用する方針であり、短期的な売買差益の獲得

や投機を目的とするデリバティブ取引は行いま

せん。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては特例処理が認められる

条件をすべて満たしているため、その判定を

もって有効性の判定に代えております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

　消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項

　消費税等の会計処理方法

同左
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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）

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時

価評価法を採用しております。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれん及び負ののれんは、５年で均等償却しておりま

す。

６　のれん及び負ののれんの償却に関する事項

　　　　　　　　　　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ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

７　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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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、80,218百万

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資

産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。

 

――――――

 

 

（役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用して

おります。

　これにより営業損失は34百万円増加しており、経常利

益及び税金等調整前当期純利益は34百万円減少しており

ます。 

 

――――――

 

 

（企業結合に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」

（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成15年10月31日））及び「企業結合会

計及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会

計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）を適用して

おります。

 

――――――

 

（のれんの償却に関する事項）

　従来、資産の部に計上された連結調整勘定の償却額と

負債の部に計上された連結調整勘定の償却額を相殺表示

しておりましたが、連結財務諸表規則の改正に伴い、当

連結会計年度より、販売費及び一般管理費並びに営業外

収益にそれぞれ総額表示しております。

　これにより営業損失が775百万円増加しております。な

お、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響

はありません。

 

――――――

 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）

及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31

日）を適用しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

――――――
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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） ――――――

１．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、当連結会計年度から「負のの

れん」と表示しております。

 

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました投資そ

の他の資産「長期貸付金」（当連結会計年度 5百万

円）は資産総額の100分の５以下であるため、当連結

会計年度より投資その他の資産「その他」に含めて表

示しております。

 

 

（連結損益計算書） ――――――

１．前連結会計年度において、「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、

「負ののれん償却額」と表示しております。

２．前連結会計年度まで営業外費用の「その他」に

含めて表示しておりました「持分法投資損失」は、当

連結会計年度において、営業外費用の100分の10

を超えたため区分掲記して表示しております。

　なお、前連結会計年度の「持分法投資損失」は17百

万円であります。

 

――――――

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　　営業活動によるキャッシュ・フローの「賞与引当金の

増加額」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「賞

与引当金の減少額」は△63百万円であります。

 

ＩＴホールディングス㈱（ＴＩＳ㈱分）（3626）平成 20 年３月期決算短信

－ 24 －



注記事項

（開示の省略）

 　連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項につ

いては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

 　

（有価証券関係）

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　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

種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上

額を超えるもの

国債 700 701 0

小計 700 701 0

時価が連結貸借対照表計上

額を超えないもの

国債 499 499 △0

小計 499 499 △0

合計 1,199 1,200 0

３　その他有価証券で時価のあるもの

区分 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 3,991 14,614 10,622

(2)債券    

社債 100 100 0

小計 4,091 14,714 10,623

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 1,584 1,431 △153

(2)債券    

社債 600 598 △1

小計 2,184 2,029 △154

合計 6,275 16,744 10,468

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（百万円） 売却損の合計（百万円）

1,713 689 －
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５　時価評価されていない主な有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 11,750

投資事業有限責任組合等への出資持分 593

ＭＭＦ等 1,313

合計 13,657

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連結決算日後における償還予定額

区分 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）

債券     

（1）国債 199 1,000 － －

（2）社債 300 398 － －

合計 499 1,398 － －

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　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

種類
連結貸借対照表計上
額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表計上

額を超えるもの

国債 1,000 1,001 1

小計 1,000 1,001 1

時価が連結貸借対照表計上

額を超えないもの

国債 497 497 △0

小計 497 497 △0

合計 1,497 1,498 1
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３　その他有価証券で時価のあるもの

区分 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 3,443 8,661 5,217

(2)債券    

社債 199 200 0

小計 3,642 8,861 5,218

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 3,592 2,664 △928

(2)債券    

社債 400 398 △1

小計 3,992 3,062 △929

合計 7,635 11,924 4,289

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（百万円） 売却損の合計（百万円）

1,617 557 △0

５　時価評価されていない主な有価証券

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式 10,002

投資事業有限責任組合等への出資持分 644

ＭＭＦ等 1,824

合計 12,471

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連結決算日後における償還予定額

区分 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 1,497 － － －

（2）社債 299 299 － －

２．その他 － － － －

合計 1,797 299 － －
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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（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

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

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

りますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。

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）

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

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

りますので、事業の種類別セグメント情報として開示する事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計およ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、記載を省略しました。

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）

　全セグメントの売上高の合計およ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、記載を省略しました。

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）

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。

当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しました。

（開示の省略）

 　リース取引、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、関連当事者との取引に関する注記

事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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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  1,770円18銭

１株当たり当期純損失  18円05銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －

１株当たり純資産額 1,763円06銭

１株当たり当期純利益 91円65銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －

前連結会計年度は当期純損失を計上しているため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の額は

表示しておりません。

当連結会計年度は希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の額は表示しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

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株当たり当期純利益金額又は当期純損失   

当期純利益又は当期純損失（△）(百万

円)
△818 4,153

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

（うち、利益処分による役員賞与金

(百万円) ）
－ －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）(百万円)
△818 4,153

普通株式の期中平均株式数(千株) 45,315 45,323

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権　　　　　　４銘柄

潜在株式の数　　 1,393,100株

新株予約権　　　　　　３銘柄

潜在株式の数　　 1,040,000株
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（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）

資金調達について

　平成19年６月12日開催の取締役会において、総額150億

円の資金調達を行うことを決議しました。

　資金調達の概要は以下のとおりであります。

１．シンジケートローン

　（1）借入金額　　　　　　　　　　　80億円

　（2）借入実施時期　　　　　　　　７月上旬

　（3）借入期間　　　　　　　　　　　７年間

　（4）資金使途　　　　　　　　　　事業資金

　（5）アレンジャー　　㈱三菱東京ＵＦＪ銀行

２．第２回普通社債

　（1）発行総額　　　　　　　　　　　70億円

　（2）発行時期　　　　　　　　　　７月上旬

　（3）償還期間　　　　　　　　　　　５年間

　（4）資金使途　　　　　　　　　　事業資金

 

株式会社インテックホールディングスとの共同持株会社設

立による経営統合について

　当社と株式会社インテックホールディングスは、情報

サービス業界のリーディングカンパニーとして、グループ

企業価値の向上に努めるとともに、企業の社会的責任を果

たし、よりよいＩＴ社会の実現に貢献することを目的とし、

平成20年４月１日に株式移転により共同持株会社「ＩＴ

ホールディングス株式会社」を設立しました。この結果、

当社は同社の完全子会社となりました。

１．持株会社の概要

　（1）商号　　　　　ＩＴホールディングス株式会社

　（2）本店所在地　　　　　　　　　　富山県富山市

　（3）代表者　　　　　代表取締役会長　中尾　哲雄

　　 　　　　　　　　　代表取締役社長　岡本　晋

　（4）資本金　　　　　　　　　　　　　　 100億円

　（5）事業内容　　傘下子会社及びグループの経営管

                   理ならびにそれに付帯する業務

２．議決権のある株式の移転比率及びその算定方式

　（1）議決権のある株式の移転比率

　　　当社株式１株に対し持株会社株式１株を交付し、

　　株式会社インテックホールディングス株式１株に対

　　し持株会社株式0.79株を交付しました。

　（2）移転比率の算定方法

　　　株式移転比率につきましては、当社は野村證券株

　　式会社、株式会社インテックホールディングスは三

　　菱ＵＦＪ証券株式会社をフィナンシャル・アドバイ

　　ザーに指名し、第三者機関としての評価を依頼し、

　　両社はそれぞれの評価を勘案した上で、協議、交渉

　　をし、決定いたしました。

３．株式移転により交付した株式数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　86,372,339株

４．企業結合後の議決権比率

　　　当社　　　　　　　　　　　　　　　　 53.8％

　　　株式会社インテックホールディングス　 46.2％

　（注）ＩＴホールディングス株式会社に対して各社株

　　　主が有することになった議決権比率であります。
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受注及び販売の状況

（１）受注状況

事業の種類別
セグメントの名称

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）

増減

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

受注高
（百万円）

受注残高
（百万円）

ソフトウェア開発 93,380 36,909 109,616 53,870 16,235 16,960

合計 93,380 36,909 109,616 53,870 16,235 16,960

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

（２）販売実績

事業の種類別
セグメントの名称

前連結会計年度
（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）

増減

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
増減率
（％）

アウトソーシングサービス 75,553 35.7 80,844 40.6 5,290 7.0

ソフトウェア開発 102,944 48.7 92,655 46.5 △10,289 △10.0

ソリューションサービス 28,028 13.2 22,026 11.0 △6,001 △21.4

その他 5,055 2.4 3,735 1.9 △1,320 △26.1

合計 211,581 100.0 199,261 100.0 △12,320 △5.8
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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 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１　現金及び預金  9,792   7,003   

２　受取手形  223   198   

３　売掛金  30,211   23,694   

４　商品  781   886   

５　仕掛品  2,230   5,561   

６　前払費用  1,034   1,108   

７　繰延税金資産  5,221   9,112   

８　その他  255   771   

９　貸倒引当金  △73   △0   

流動資産合計  49,676 37.9  48,336 39.0 △1,339

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産        

(1) 建物  17,738   18,019   

(2) 構築物  137   144   

(3) 機械装置  1,447   1,067   

(4) 器具備品  631   498   

(5) 土地  6,480   6,480   

有形固定資産合計  26,435 (20.2)  26,211 (21.1) △224

２　無形固定資産        

(1) ソフトウェア  1,579   1,041   

(2) 電話加入権  46   46   

(3) 通信回線利用権  65   57   

(4) その他  167   528   

無形固定資産合計  1,858 (1.4)  1,674 (1.3) △184

ＩＴホールディングス㈱（ＴＩＳ㈱分）（3626）平成 20 年３月期決算短信

－ 32 －



 
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 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

３　投資その他の資産        

(1) 投資有価証券  19,561   15,106   

(2) 関係会社株式  24,704   24,191   

(3) 関係会社出資金  173   94   

(4) 関係会社長期貸付金  2,000   2,000   

(5) 長期前払費用  176   36   

(6) 差入保証金  4,589   4,787   

(7) 前払年金費用  1,255   1,273   

(8) その他  769   642   

(9) 貸倒引当金  △125   △249   

投資その他の資産合計  53,105 (40.5)  47,882 (38.6) △5,222

固定資産合計  81,400 62.1  75,768 61.0 △5,631

資産合計  131,076 100.0  124,105 100.0 △6,971
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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 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１　買掛金  12,964   7,861   

２　１年以内返済予定長期借入金  500   2,000   

３　１年以内償還予定社債  －   7,000   

４　１年以内償還予定転換社債  9,999   －   

５　未払金  835   860   

６　未払費用  4,254   4,396   

７　未払法人税等  854   3,142   

８　未払消費税等  892   566   

９　前受金  318   655   

10　預り金  233   150   

11　受注損失引当金  4,768   －   

12　その他  206   530   

流動負債合計  35,826 27.3  27,165 21.9 △8,661

Ⅱ　固定負債        

１　社債  7,500   7,500   

２　長期借入金  6,000   12,000   

３　繰延税金負債  2,127   955   

４　再評価に係る繰延税金負債  1,064   1,064   

５　役員退職慰労引当金  432   －   

６　その他  33   287   

固定負債合計  17,157 13.1  21,807 17.6 4,649

負債合計  52,984 40.4  48,972 39.5 △4,012

ＩＴホールディングス㈱（ＴＩＳ㈱分）（3626）平成 20 年３月期決算短信

－ 34 －



 
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 金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  23,088 17.6  23,110 18.6 22

２　資本剰余金        

(1）資本準備金 22,415   22,438    

資本剰余金合計  22,415 17.1  22,438 18.1 22

３　利益剰余金        

(1）利益準備金 641   641    

(2）その他利益剰余金        

別途積立金 28,050   28,050    

繰越利益剰余金 3,405   2,652    

利益剰余金合計  32,096 24.5  31,343 25.2 △752

４　自己株式  △35 △0.0  △36 △0.0 △1

株主資本合計  77,564 59.2  76,855 61.9 △709

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価差額金  3,449 2.6  1,199 1.0 △2,250

２　土地再評価差額金  △2,922 △2.2  △2,922 △2.4 －

評価・換算差額等合計  527 0.4  △1,722 △1.4 △2,250

純資産合計  78,092 59.6  75,132 60.5 △2,959

負債純資産合計  131,076 100.0  124,105 100.0 △6,971
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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 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高  109,594 100.0  97,412 100.0 △12,181

Ⅱ　売上原価  103,438 94.4  85,734 88.0 △17,703

売上総利益  6,156 5.6  11,678 12.0 5,521

Ⅲ　販売費及び一般管理費  10,176 9.3  10,064 10.3 △112

営業利益又は
営業損失(△)

 △4,020 △3.7  1,614 1.7 5,634

Ⅳ　営業外収益        

１　受取利息 24   40    

２　受取配当金 821   922    

３　その他 49 895 0.8 25 988 1.0 93

Ⅴ　営業外費用        

１　支払利息 55   142    

２　社債利息 59   145    

３　貸倒引当金繰入額 130   92    

４　借入金事務手数料 －   111    

５　その他 27 273 0.2 145 636 0.7 363

経常利益又は
経常損失(△)

 △3,398 △3.1  1,966 2.0 5,364
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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 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅵ　特別利益        

１　投資有価証券売却益 592   553    

２　抱合せ株式消滅差益 1,480   －    

３　関係会社清算益 －   82    

４　その他 47 2,120 1.9 59 695 0.7 △1,424

Ⅶ　特別損失        

１　固定資産除却損 1,262   93    

２　固定資産売却損 0   20    

３　投資有価証券評価損 22   589    

４　関係会社株式評価損 280   －    

５　減損損失 －   238    

６　経営統合関連費用 －   975    

７　その他 75 1,640 1.5 143 2,060 2.1 420

税引前当期純利益又は税引前
当期純損失(△)

 △2,917 △2.7  601 0.6 3,519

法人税・住民税及び事業税 1,617   3,650    

法人税等調整額 △3,265 △1,648 △1.5 △3,520 130 0.1 1,778

当期純利益又は
当期純損失(△)

 △1,269 △1.2  471 0.5 1,740
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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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計プログラ

ム等準備
金

別途積立
金 

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

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

事業年度中の変動額

新株の発行 3 3 3       6

剰余金の配当（注）       △770 △770  △770

中間配当       △453 △453  △453

役員賞与（注）       △85 △85  △85

プログラム等準備金の取崩し
（注）

    △22  22 －  －

別途積立金の積立て（注）      3,000 △3,000 －  －

当期純損失       △1,269 △1,269  △1,269

自己株式の取得         △2 △2

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

          

事業年度中の変動額合計
（百万円）

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

平成19年３月31日　残高
（百万円）

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

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

6,423 △2,922 3,500 83,639

事業年度中の変動額

新株の発行    6

剰余金の配当（注）    △770

中間配当    △453

役員賞与（注）    △85

プログラム等準備金の取崩し
（注）

   －

別途積立金の積立て（注）    －

当期純損失    △1,269

自己株式の取得    △2

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△2,973 － △2,973 △2,973

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△2,973 － △2,973 △5,547

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,449 △2,922 527 78,092

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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
資本剰余
金合計

利益準備
金

その他の利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金 
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

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

事業年度中の変動額

新株の発行 22 22 22      44

剰余金の配当      △1,223 △1,223  △1,223

当期純利益      471 471  471

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）

22 22 22 － － △752 △752 △1 △709

平成20年３月31日　残高
（百万円）

23,110 22,438 22,438 641 28,050 2,652 31,343 △36 76,855

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

土地再評価差額金
評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

3,449 △2,922 527 78,092

事業年度中の変動額

新株の発行    44

剰余金の配当    △1,223

当期純利益    471

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）

△2,250 － △2,250 △2,250

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△2,250 － △2,250 △2,959

平成20年３月31日　残高
（百万円）

1,199 △2,922 △1,722 75,132

 

ＩＴホールディングス㈱（ＴＩＳ㈱分）（3626）平成 20 年３月期決算短信

－ 39 －


