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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 103,196 ― 3,781 ― 4,080 ― 2,031 ―
20年3月期第2四半期 100,238 △4.1 3,662 8.1 3,971 9.8 2,174 29.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 37.25 ―
20年3月期第2四半期 39.88 ―

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

21年3月期第2四半期 129,027 67,973 52.5 1,242.60
20年3月期 131,497 67,304 51.1 1,230.98

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  67,770百万円 20年3月期  67,137百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00
21年3月期 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 40.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 220,000 2.7 9,600 8.2 10,000 6.9 5,200 3.1 95.34

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、6～7ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、6～7ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年5月14日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及
び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想の
ご利用にあたっての注意事項等については、4～5ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  54,540,000株 20年3月期  54,540,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  528株 20年3月期  448株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  54,539,488株 20年3月期第2四半期  54,539,605株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間の連結業績（売上高・経常利益） （金額単位：百万円）

前第２四半期

連結累計期間

当第２四半期

連結累計期間

 前年同期比

金額  増減率

売上高 100,238  103,196  2,958 3.0％

経常利益 3,971 4.0％ 4,080 4.0％ 108   2.7％

（経常利益におけるパーセント表示は、売上高経常利益率）

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国における金融不安の高まりによる欧米を中心とした金融市

場の混乱と米国から欧州に広がる景気減速の影響を受け、国内外での需要低迷から企業収益が悪化し、景気後退の局

面を迎える状況となりました。

　当社グループの主たる事業領域であるＩＴサポートサービス市場は、情報漏えい対策や金融商品取引法（日本版Ｓ

ＯＸ法）に関連するセキュリティ・コンプライアンス需要やアウトソーシングなどで堅調であるものの、市場全体と

しては牽引役である金融・製造業の成長が鈍化することに加え、顧客ニーズの多様化や企業間競争による価格低下が

継続するなど、当社グループを取り巻く環境は厳しさを増しました。

　このような環境のなか、当社グループは、ＣＳ（Customer Satisfaction：お客さま満足度）を基軸とした事業運営

と、ＣＳＲ（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）への積極的な取り組みを継続するとともに、経

営改革をさらに推進することにより、堅実な成長の実現に向けた活動を展開してまいりました。

　当第２四半期連結累計期間における売上高は、1,031億96百万円（前年同期比3.0%増）となりました。これは、フィー

ルディング・ソリューション事業におけるメディアサービスでの前年同期に獲得した特需案件の反動などによる減収

はあったものの、保守・修理サービスなどの保守既存領域と、運用サポートや協業・ソフトサポートなどを中心とし

た注力領域での増収によるものです。

 

　経常利益は、40億80百万円（前年同期比2.7%増）となりました。これは、フィールディング・ソリューション事業

での減収および利益率の悪化による減益はあったものの、保守既存領域や付加価値の高い保守注力領域での増収によ

る増益と継続して取り組んでいる原価低減活動の効果などによるものです。

 

　四半期純利益は、20億31百万円（前年同期比6.6%減）となりました。これは、光メディアのプレス生産業務の終結

に伴う設備の廃棄等2億8百万円と、たな卸資産の評価基準の見直しにより新たに発生した評価損2億72百万円を特別損

失として計上したことによるものです。

　当第２四半期連結累計期間における主なトピックスは以下のとおりです。

　ＮＥＣグループとしての連携強化については、当社の親会社である日本電気株式会社（ＮＥＣ）が平成20年4月に発

表した「ＮＥＣグループ ビジョン・バリュー」を受けて、従来の経営目標・経営方針の見直しを行い、新たに「フィー

ルディング ビジョン・バリュー」（注１）を策定いたしました。また、ブランド強化施策として、従来販売促進を目

的として使用してきた商標（マーケティングロゴ）である『ＦＩＥＬＤＩＮＧ』ロゴを平成20年7月17日に廃止し、

『ＮＥＣ』ロゴへの統一を平成21年3月末までに順次実施していく予定です。　

　ＣＳ向上活動としては、外部機関の顧客満足度調査結果として、Ｊ．Ｄ．パワー　アジア・パシフィック社（注２）

が主催する「2008年日本ソリューションプロバイダー顧客満足度調査＜システム構築サービス分野＞」において、初

めて第一位の評価を獲得いたしました。しかしながら、同社の＜保守サービス分野＞に加え、日経コンピュータ誌が

実施した「第13回　顧客満足度調査＜システム運用関連サービス部門＞」において継続して獲得してきた第一位の評

価を得ることが出来ませんでした。

　ＣＳＲ活動としては、文化支援を通じた社会貢献活動として、世界遺産の保全と活用への取り組みを日本各地で展

開する「世界遺産劇場　第七幕・第八幕」に協賛いたしました。また、全社を挙げて取り組みを継続している地域社

会貢献活動においては幅広い分野での活動と「フィールディングの森」植林活動（注３）などの新しい取り組みが高

く評価され「ＮＥＣ ＣＳＲ ＡＷＡＲＤＳ ２００８ 社長賞」（注４）を受賞いたしました。



　事業拡大としては、ＮＥＣ製のストレージ装置の導入と、運用に必要なハードウェアとソフトウェアおよびシステ

ム構築・保守を一括して提供するもので、導入費用低減と導入期間の短縮を可能にした「ストレージソリューション

パック」をリリースいたしました。また、複数のセキュリティ対策システムのログ情報を統合管理し、ＳａａＳ型サー

ビス（注５）として提供することで、利用者負担の軽減を実現する「ログ統合管理サービス」をリリースいたしまし

た。

(注１)　「ビジョン」とは当社が目指す中長期的な目標、「バリュー」とはビジョンを実現するために従業員ひと

り一人が持つべき価値観・行動原理です。

（注２） 株式会社Ｊ．Ｄ．パワー　アジア・パシフィックは、顧客満足度に関する調査・コンサルティングの国際

的な専門機関です。

(注３)　地球温暖化防止対策の一環として、樹木による二酸化炭素の吸収を目的に、2005年度から成長性の良い植

林が可能なインドネシアの東カリマンタン州に「フィールディングの森」をつくり、植林活動を行ってい

ます。

(注４)　ＮＥＣグループがＭＤＤ活動（NEC-Make-a-Difference-Drive）と称して1999年のＮＥＣ創立１００周年以

来、継続した地域社会貢献運動において、ＣＳＲ活動に貢献し、顕著な功績を挙げた個人・部門を称える

賞です。

（注５） ＳａａＳ型サービスとは、Software as a Serviceの略で、ソフトウェアをユーザー側に導入するのではな

く、ベンダ（プロバイダ）側で稼働し、ソフトウェアの機能をユーザーがネットワーク経由で利用するサー

ビスです。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

[プロアクティブ・メンテナンス事業]

（金額単位：百万円）

プロアクティブ・メンテナンス事業 

前第２四半期

連結累計期間

当第２四半期

連結累計期間

 前年同期比

金額 増減率

売上高 47,842  51,038     3,196 　6.7％

営業利益 5,773 12.1％ 7,103 13.9％ 1,330 　23.0％

（営業利益におけるパーセント表示は、売上高営業利益率）

　売上高については、自主契約促進活動による効果や販売店との連携強化による保守・修理サービスなどの既存領域

の伸長と、ＩＴベンダー各社との協業やソフトサポートなどの注力領域での前年同期比17.1%増の二桁伸長により、

510億38百万円（前年同期比6.7%増）となりました。

　営業利益については、付加価値の高い注力領域と既存領域での増収による増益に加え、生産革新活動を中心とした

保守部材費や機材関連費用の低減活動の効果により利益率が改善したことにより、71億3百万円（前年同期比23.0%増）

となりました。

[フィールディング・ソリューション事業]

（金額単位：百万円）

フィールディング・ソリューション事業 

前第２四半期

連結累計期間

当第２四半期

連結累計期間

 前年同期比

金額 増減率

売上高 52,395  52,157     △237  △0.5％

営業利益 2,231 4.3％ 1,003 　1.9％ △1,228 △55.1％

（営業利益におけるパーセント表示は、売上高営業利益率）

　売上高については、統合運用サポートセンター（注１）の活用による運用サポートサービスやヘルプデスクサービ

スに加え、セキュリティ／ＶｏＩＰ領域やインターネットショップ「い～るでぃんぐ」などの注力領域では前年同期

比18.8%増の二桁伸長を実現したものの、メディアサービスでの前年同期に獲得した特需案件の反動などによる減収に

より、521億57百万円（前年同期比0.5%減）となりました。

　営業利益については、減収による減益に加え、戦略・特需案件の獲得および、成長に向けたシステム投資を中心と

した先行投資の負荷により利益率が悪化したことで、10億3百万円（前年同期比55.1%減）となりました。



(注１)　統合運用サポートセンターとは、サーバ、ストレージなどの遠隔監視や障害対応、ヘルプデスク、ＩＴ資

　　　　産の管理など統合的なサービスを提供し、お客さまＩＴシステムの最適運用を支援するセンターです。

（注：営業利益は、プロアクティブ・メンテナンス事業及びフィールディング・ソリューション事業ともに、当　

社の総務部門・経理部門等の一般管理部門に係る費用控除前の数値です。）

（表中及び文中の前年同四半期の金額、増減額、増減率については参考として記載しております。）

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は、1,290億27百万円（前年同期末比50億58百万円増）となりました。

前第２四半期連結会計期間末に比べ総資産が増加した主な要因は、利益剰余金の増加（前年同期末比27億20百万円増）

や前受金の増加（前年同期末比23億35百万円増）等によるものであります。

　なお、純資産は679億73百万円（前年同期末比26億88百万円増）、自己資本比率は52.5%（前年同期末比増減なし）

となっております。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は197億96百万円で、前第

２四半期連結会計期間末比13億71百万円の増加となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりでありま

す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の営業活動により増加した資金は、34億6百万円（前年同期比3億6百万円減）となりま

した。これは主に、前連結会計年度の増益に伴い、法人税等の支払額が前第２四半期連結累計期間に比べ4億11百万

円増加したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の投資活動により減少した資金は、20億33百万円（前年同期比49百万円増）となりま

した。これは主に、前第２四半期連結累計期間に有形固定資産の売却による収入（60百万円）があったことによる

ものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の財務活動により減少した資金は、14億17百万円（前年同期比3億76百万円増）となり

ました。これは主に、前期末の１株当たり配当金を、普通配当15円に創立50周年記念配当10円を加え25円とし、13

億62百万円の配当を行ったことによるものであります。

（文中の前年同四半期比増減額については参考として記載しております。）

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年3月期決算（平成20年5月14日）にて公表した通期の連結業績予測（１ページ）については修正しておりま

せんが、セグメント別の売上高構成について見直しを行いました。

【連結売上高・利益】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（金額単位：百万円）

区分 修正後 修正前 増減 増減率

プロアクティブ・メンテナンス事業 102,000 99,000 3,000 3.0％

フィールディング・ソリューション事業 118,000 121,000 △3,000 　△2.5％

　売　　上　　高　　合　　計 220,000 220,000 － －

　営　　　業　　　利　　　益 9,600 9,600 － －

　経　　　常　　　利　　　益 10,000 10,000 － 　－

　当　　期　　純　　利　　益 5,200 5,200 － －

　修正理由は以下のとおりであります。

　フィールディング・ソリューション事業においては、お客様ニーズの高い運用サポートの伸長が、今後も見込まれ

る状況にあるものの、メディアサービスの減収に加え、景況感の悪化に伴う案件の遅延や規模の縮小などが想定され

ることから、大きな伸長は期待できないと判断し、当初の計画より30億円の下方修正といたしました。



　一方、プロアクティブ・メンテナンス事業では、保守・修理サービスの既存領域の増収に加え、ソフトサポートや

協業などの注力領域での順調な成長が実現していることで、第２四半期連結累計期間においても予測以上の増収結果

となりました。今後は、フィールディング・ソリューション事業のリスクに対応するため、安定的な収入源の拡大に

向けた人材育成を中心とする投資を積極的に行うことで、当初の計画より30億円の上方修正といたしました。 

　通期（4～3月累計）の見通しについては、米国における金融不安の高まりによる欧州を中心とした金融市場の混乱

と米国から欧州に広がる景気減速の影響を受け、国内外での需要低迷から企業収益が悪化し、景気後退の局面を迎え

る状況となりました。10月に入り、米国での金融安定化法案が成立するも世界同時株安となり、各国中央銀行が異例

の協調利下げに踏み切った後も依然不透明な先行きであり、今後は株式や為替市場の変動などから景気は更に下振れ

すると予測されます。　

　また、当社グループの主たる事業領域であるＩＴサポートサービス市場は、潜在的には前年比成長率を低下させな

がらも緩やかな成長が継続すると予測されます。しかしながら、景気後退による下振れリスクを含んでいるため、直

近の事業環境は厳しい状況が継続すると予測されます。 

　このような環境のなか、当社グループは以下4つの戦略を推進し、事業の成長性と収益性の向上を確実なものにして

まいります。

①保守事業革新戦略においては、ハードウェアおよびソフトウェア領域の対応力を強化し、ＮＥＣと連携した契約率

向上やＮＥＣインフロンティアシステムサービス㈱と連携したデータ/音声ネットワークのワンストップサービスの

拡大により、収益性拡大を図ってまいります。

また、ＮＥＣインフロンティアシステムサービス㈱との拠点統合を推進しつつ、保守サービスのプロセス改革を推

進するとともに、保守部品の物流ネットワーク整備などの生産革新活動により、生産性向上を図ってまいります。 

②システムアフターサポート拡大戦略では、システム保守を含めた運用領域の拡大に向け、専門要員の増強とバック

ヤード体制強化を図るとともに、ＬＣＭサービス（注１）を中心としたアウトソーシング案件の開拓をＮＥＣと連

携して行ってまいります。 

③フィールディング・ソリューション既存拡大戦略では、ＮＥＣ国内営業グループと連携しながら、大企業が集中し

ている首都圏の営業体制を強化するとともに、当社の全国拠点網を活用した地域に密着した営業活動を強化いたし

ます。

また、環境問題に配慮した「省電力ソリューション」や、企業・団体のライフラインであるＩＴシステムを災害か

ら守りビジネスの継続を支援する「ＩＴ事業継続（ＢＣ/ＤＲ）ソリューション」を中心とした新サービスを積極的

に提供してまいります。 

④経営基盤強化戦略では、ＣＳ、ＣＳＲ、人材育成を柱とした以下の取り組みを推進してまいります。

・ＣＳでは、外部機関の顧客満足度調査結果を踏まえ「チャレンジ・ダントツＣＳ Ｎｏ．１」を活動テーマに掲げ、

トラブル初期フェーズの改善、お客様コミュニケーション強化、基本作業の強化運動を推進するとともに、ハード

ウェアからソフトウェアまでのワンストップ対応を更に強化するため、人材育成やバックヤード体制強化に注力し

てまいります。

・ＣＳＲでは、コンプライアンスや情報セキュリティ対応の更なる強化として、情報漏えい防御システムの強化と関

係子会社を含めたグループ内への啓蒙活動の徹底を図ってまいります。

・人材育成では、システム保守・運用に向けたソフト技術力と総合的な人間力を併せ持つ人材を育成・拡充してまい

ります。

（注１）ＬＣＭサービスとは、システムにおける企画から構築、運用、保守までのライフサイクルをマネジメントす

るサービスです。 

上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、既知・未知のリスクや不確定な要素などの

要因により、実際の業績は記載の見通しとは異なる可能性があります。 



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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．簡便な会計処理

(1)固定資産の減価償却費の算定方法

　一部の子会社では、固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているた

め、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。

　なお、定率法を採用している会社については、年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しておりま

す。

(2)経過勘定項目の算定方法

　一部の費用については、合理的な算定方法により概算額で計上しております。

(3)繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化が

ないと認められるため、前連結会計年度末決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニング

を使用しております。

(4)連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去

　連結会社相互間の取引の相殺消去に関しては、一定の合理的な方法により実施しております。

２．四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理

税金費用の計算

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（３）四半期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

　１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　２．連結の範囲に関する事項の変更

(1)連結の範囲の変更

　日電飛鼎克系統集成技術（北京）有限公司は平成20年４月１日より営業を開始したため、当第２四半期連

結会計期間より、新たに連結の範囲に含めております。

　なお、日電飛鼎克系統集成技術（北京）有限公司は、「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第７

項に規定する特定子会社には該当しません。

(2)変更後の連結子会社の数

　６社

　３．会計処理基準に関する事項の変更

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(2)「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ１百万円減少しておりま

す。

  なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。



(3)リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計

処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法

については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　これにより、営業利益は１百万円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ１百万円

減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。　

　また、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,796 7,815

関係会社預け金 13,000 12,000

受取手形及び売掛金 42,963 48,405

商品 1,403 1,250

製品 30 21

半製品 1,025 1,118

原材料 21,373 21,735

仕掛品 2,103 1,267

その他 8,820 8,385

貸倒引当金 △53 △36

流動資産合計 97,464 101,963

固定資産   

有形固定資産 4,447 4,119

無形固定資産   

のれん 455 516

その他 6,454 5,509

無形固定資産合計 6,910 6,026

投資その他の資産   

その他 20,489 19,697

貸倒引当金 △284 △308

投資その他の資産合計 20,205 19,388

固定資産合計 31,562 29,533

資産合計 129,027 131,497

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,842 28,297

未払法人税等 1,737 2,484

賞与引当金 5,679 5,685

役員賞与引当金 24 28

その他 13,513 11,737

流動負債合計 44,797 48,234

固定負債   

退職給付引当金 15,849 15,950

その他 407 7

固定負債合計 16,256 15,958

負債合計 61,054 64,192



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,670 9,670

資本剰余金 10,161 10,161

利益剰余金 48,023 47,355

自己株式 △0 △0

株主資本合計 67,853 67,185

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △95 △62

為替換算調整勘定 12 13

評価・換算差額等合計 △82 △48

少数株主持分 202 167

純資産合計 67,973 67,304

負債純資産合計 129,027 131,497



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 103,196

売上原価 86,610

売上総利益 16,586

販売費及び一般管理費 12,805

営業利益 3,781

営業外収益  

受取利息 43

受取配当金 1

保険配当金 160

その他 181

営業外収益合計 386

営業外費用  

支払利息 3

未払消費税等修正損 46

その他 37

営業外費用合計 87

経常利益 4,080

特別損失  

たな卸資産評価損 272

事業整理損 208

特別損失合計 481

税金等調整前四半期純利益 3,599

法人税等 1,536

少数株主利益 31

四半期純利益 2,031



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 3,599

減価償却費 1,046

のれん償却額 60

たな卸資産評価損 272

有価証券償還損益（△は益） △11

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7

賞与引当金の増減額（△は減少） △6

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △101

受取利息及び受取配当金 △44

支払利息 3

有形固定資産廃棄損 4

無形固定資産廃棄損 0

事業整理損失 208

売上債権の増減額（△は増加） 5,442

たな卸資産の増減額（△は増加） △816

前払年金費用の増減額（△は増加） △855

その他の資産の増減額（△は増加） △377

仕入債務の増減額（△は減少） △4,479

未払費用の増減額（△は減少） 412

未払事業税の増減額（△は減少） △13

未払消費税等の増減額（△は減少） 18

前受金の増減額（△は減少） 1,439

その他の負債の増減額（△は減少） △38

小計 5,752

利息及び配当金の受取額 43

利息の支払額 △3

事業整理による支出 △96

法人税等の支払額 △2,290

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,406

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 11

有形固定資産の取得による支出 △189

無形固定資産の取得による支出 △1,870

その他 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,033



（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0

リース債務の返済による支出 △31

配当金の支払額 △1,362

少数株主への配当金の支払額 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,417

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △45

現金及び現金同等物の期首残高 19,815

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 26

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,796



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

プロアクティ
ブ・メンテナ
ンス事業
（百万円）

フィールディ
ング・ソ
リューション
事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 51,038 52,157 103,196 － 103,196

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
7 － 7 (7) －

計 51,046 52,157 103,204 (7) 103,196

営業利益 7,103 1,003 8,106 (4,325) 3,781

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、サービスの系列、市場の類似性等を考慮しております。

２．各区分に属する主要品目

事業区分 主要品目

プロアクティブ・メンテナンス事業 保守サービス

フィールディング・ソリューション事業
システム展開サービス、サプライサービス、

運用サポートサービス

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額（百万円） 主な内容　

当第２四半期連結会計期間（自平

成20年７月１日　至平成20年９月

30日）

 

当第２四半期連結累計期間（自平

成20年４月１日　至平成20年９月

30日）

 

当社の総務部門・経理部門等の一

般管理部門に係る費用であります。

2,213 4,325

４．会計方針の変更及び会計処理の方法の変更

①連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間において、プロアクティ

ブ・メンテナンス事業で営業利益が0百万円減少し、フィールディング・ソリューション事業で営業利益が

1百万円減少しております。

 　②リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月



30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用すること

ができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間において、プロアクティ

ブ・メンテナンス事業で営業利益が1百万円増加し、フィールディング・ソリューション事業で営業利益が

0百万円増加しております。

〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  100,238 100.0

Ⅱ　売上原価  83,586 83.4

売上総利益  16,652 16.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  12,990 12.9

営業利益  3,662 3.7

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息及び受取配当金 39   

２．保険事務代行手数料 23   

３．販売報奨金 7   

４．団体保険配当金 184   

５．受取損害賠償金 1   

６．前受金償却額 55   

７．その他 79 391 0.4

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 0   

２．コミットメントフィー 1   

３．固定資産廃棄損 68   

４．敷金償却損 8   

５．その他 2 82 0.1

  経常利益  3,971 4.0

税金等調整前中間純利益  3,971 4.0

法人税、住民税及び事業税 860   

法人税等調整額 918 1,778 1.8

少数株主利益  17 0.0

中間純利益  2,174 2.2



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 3,971

減価償却費 1,046

のれん償却額　 30

有価証券売却損益（△は益） △4

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20

賞与引当金の増減額（△は減少） △99

退職給付引当金の増減額（△は減少） △509

受取利息及び受取配当金 △39

支払利息 0

有形固定資産廃棄損 20

有形固定資産売却損益（△は益）  46

無形固定資産廃棄損 2

無形固定資産売却損益（△は益）   0

売上債権の増減額（△は増加） 6,977

たな卸資産の増減額（△は増加） △831

その他資産の増減額（△は増加） △1,551

仕入債務の増減額（△は減少） △5,005

未払費用の増減額（△は減少）   259

未払事業税の増減額（△は減少） 135

未払消費税等の増減額（△は減少） 133

その他負債の増減額（△は減少） 947

小計 5,551

利息及び配当金の受取額 39

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △1,878

法人税等の還付金 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,713



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入 4

有形固定資産の取得による支出　 △181

有形固定資産の売却による収入 60

無形固定資産の取得による支出　 △573

無形固定資産の売却による収入 0

投資有価証券の取得による支出  △430

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

△843

その他 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,984

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少）　 △223

自己株式の取得による支出　 △0

配当金の支払額　 △817

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,040

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 9

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 697

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 17,728

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 18,425



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

プロアクティ
ブ・メンテナ
ンス事業
（百万円）

フィールディ
ング・ソ
リューション
事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 47,842 52,395 100,238 － 100,238

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
5 － 5 (5) －

計 47,848 52,395 100,243 (5) 100,238

営業費用 42,074 50,163 92,238 4,337 96,576

営業利益 5,773 2,231 8,005 (4,342) 3,662

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、サービスの系列、市場の類似性等を考慮しております。

２．各区分に属する主要品目

事業区分 主要品目

プロアクティブ・メンテナンス事業 保守サービス

フィールディング・ソリューション事業
システム展開サービス、サプライサービス、

運用サポートサービス

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

消去又は全社の項目に含めた
配賦不能営業費用の金額（百万円）

主な内容

4,342
当社の総務部門・経理部門等の一般管理部

門に係る費用であります。

４．会計方針の変更及び会計処理の方法の変更

 　　　有形固定資産の減価償却の方法の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

当中間連結会計期間より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産及び平成19年3月31日以前に取得し

た有形固定資産のそれぞれについて、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

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、プロアクティブ・

メンテナンス事業が8百万円増加し、フィールディング・ソリューション事業が3百万円増加しております。

また消去又は全社についても営業費用が増加しており、その金額は百万円未満であります。

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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