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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 37,946 △7.2 1,775 16.8 1,871 17.2 1,529 ―
20年3月期 40,894 △4.9 1,519 25.9 1,597 75.5 △3,619 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 36.46 ― 3.3 3.1 4.7
20年3月期 △81.91 ― △7.5 2.6 3.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  17百万円

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 60,446 45,959 75.8 1,125.10
20年3月期 59,950 45,826 76.3 1,061.84

（参考） 自己資本   21年3月期  45,838百万円 20年3月期  45,718百万円

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

21年3月期 7,090 △1,557 △1,295 19,755
20年3月期 4,622 △2,018 △1,389 15,516

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） 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― 3.00 ― 7.00 10.00 411 27.4 0.9
22年3月期 

（予想）
― 6.00 ― 6.00 12.00 31.5

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

18,000 0.5 580 3.8 640 5.2 530 2.3 13.01

通期 38,100 0.4 1,850 4.2 1,940 3.7 1,550 1.3 38.04



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） 

（注）詳細は、18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」及び22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） 

（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、27ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 48,000,000株 20年3月期 50,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  7,258,361株 20年3月期  6,944,490株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 33,617 △6.8 1,446 38.2 1,636 37.2 1,400 ―
20年3月期 36,088 4.2 1,047 302.4 1,193 324.2 △3,877 ―

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

21年3月期 33.37 ―
20年3月期 △87.76 ―

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 58,011 44,769 77.1 1,097.71
20年3月期 57,426 44,757 77.9 1,038.90

（参考） 自己資本 21年3月期  44,722百万円 20年3月期  44,730百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、４ページをご参照ください。 

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

15,900 0.6 450 3.4 570 1.7 500 2.4 12.27

通期 34,000 1.1 1,550 7.1 1,700 3.9 1,430 2.1 35.10



１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　当期におけるわが国経済は、米国サブプライムローンに端を発した、世界的な不況が深刻化の度合

いを増し、米国大手証券会社の破たんを招き、わが国でも自動車産業を始め大幅な在庫・雇用調整が

長期化する事態となり、不況は底が見えない状況が続いております。

　一方、情報サービス産業を取り巻く環境も、年度前半こそ小康を得ておりましたが、年度後半に入

り、システム開発計画の延期や中止はもとより、開発中の案件についても規模の縮小や凍結が行われ

るなど、前期までの堅調から一転して厳しい状況となりました。

　このような市場環境の下で当社グループは、事業構造改革に着手し、市場環境に柔軟に対応しお客

様の動向に応じて機敏に行動できるよう、各営業本部を内包した事業部制を導入いたしました。これ

により製販一体となった営業活動が可能となり、当下期には首都圏の地方自治体からの大口受注を確

保するなど成果を上げ始めております。組織面では、品質保証部を独立部門とし、また技術部の充実

を図り、製造部門においては自己改革を推進することにより、品質の向上と不採算案件の撲滅に努力

してまいりました。

　これらの結果、当期の業績は、期初より見込んでいた前期に生じた一時的な増収の減少影響に加え、

不況によるグループ会社各社の減収により、売上高は、379億46百万円と期初計画比５億53百万円の減

収となりました。なお、当社単体の売上高につきましては、ほぼ期初計画どおりの336億17百万円とな

りました。

　また、営業利益は、17億75百万円と前期比２億55百万円の増益となりました。これは、不採算案件

の撲滅に注力したことやデータセンター関連の情報処理において安定した収益を計上できたことが寄

与しております。経常利益につきましては、18億71百万円と前期比２億73百万円の増益となりました。

さらに、当期利益は、前期のような大幅な特別損失や法人税等調整額はございませんでしたので、51

億49百万円改善し15億29百万円となりました。

　事業部門別の売上高といたしましては、情報処理・通信サービス部門は、前期比１億37百万円減の

137億31百万円となりました。お客様の業務に直結した事業であり、好不況の波を受けにくいため、

サービス業向けの減収があるなか、前期とほぼ横ばいの売上を計上することができました。

　ソフトウェア開発部門の売上高は、５億67百万円減の118億52百万円となりました。上期においては、

自動車部品メーカー向け開発案件の伸長等ほぼ前期並みの水準を確保しておりましたが、下期に入り、

景気の悪化による案件の先送りや規模の縮小等があり、銀行・証券業向け事業が落ち込んだため減収

となりました。

　システム提供サービス部門の売上高は、前期比18億94百万円減の90億14百万円となりましたが、前

期に生じた一時的な増収による減少影響を除くと、６億円程度増加しております。これは、地方自治

体向けの導入案件や民間向けシステム提供案件が伸長したことによるものです。

　その他システム関連サービスは、３億47百万円減の33億48百万円となりました。
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　事業部門別売上高 （単位：百万円）　

 前連結会計年度 当連結会計年度　

区分＼期別

自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日

自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日
対前年

増減率
金額　 構成比 金額　 構成比

　情報処理・通信サービス 13,868 33.9％ 13,731 36.2％ △1.0％

　ソフトウェア開発 12,419 30.4％ 11,852 31.2％ △4.6％

　システム提供サービス 10,909 26.7％ 9,014 23.8％ △17.4％

　その他システム関連サービス 3,696 9.0％ 3,348 8.8％ △9.4％

　合　　　　　計 40,894 100.0％ 37,946 100.0％ △7.2％

　業種分野別売上高の動向は次のとおりであります。

　業種分野別では、公共分野の売上高は、前期比14.6％減の97億79百万円となりました。前期に例年

の規模を上回る地方公共団体向けの福祉関連の制度改正需要があったことの反動に加え、WebRings（用

語１）のパッケージ部分の売上を使用料に切替えたことによる影響も減少の要因となりました。

　金融分野の売上高は、前期比4.4％減の140億93百万円となりました。その主な原因は、銀行・証券

業向け事業の落ち込みによるものですが、損害保険業向け事業は、安定した受注を確保し、好調に推

移しており、また、生命保険業向け事業は、前期のような大口の機器販売はなかったにもかかわらず、

堅調に推移し、ほぼ前期並みの売上高を確保いたしました。

　産業分野の売上高は、前期比4.2％減の140億73百万円となりました。大口のデータセンター関連業

務の伸展はありましたが、サービス業向けを中心としたソフトウェア開発案件の落ち込みにより、産

業分野全体では減収となりました。

　業種分野別売上高 （単位：百万円）　

 前連結会計年度 当連結会計年度　

区分＼期別

自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日

自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日
対前年

増減率
金額　 構成比 金額　 構成比

　公　　　　　共 11,455 28.0％ 9,779 25.8％ △14.6％

　金　　　　　融 14,746 36.1％ 14,093 37.1％ △4.4％

　産　　　　　業 14,691 35.9％ 14,073 37.1％ △4.2％

　合　　　　　計 40,894 100.0％ 37,946 100.0％ △7.2％

　次期は、景気の底が見えない状況が続き、企業の情報化投資需要は依然として厳しい状況が続くと

思われます。このため、売上高については相応の受注高は確保しておりますが、増収よりも当期実績

を維持する方針で案件の選別を行い、確実に利益の出る体質にすべく事業構造改革を推進してまいり

ます。

　このような状況を踏まえ、平成22年３月期の業績を次のように予想いたします。
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【連結】 (単位：百万円) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

第２四半期連結累計期間 18,000  (0.5%) 580  (3.8%) 640  (5.2%) 530  (2.3%) 

通　期 38,100  (0.4%) 1,850  (4.2%) 1,940  (3.7%) 1,550  (1.3%) 

 　　（注）％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

【個別】＜ご参考＞ (単位：百万円) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

第２四半期累計期間 15,900  (0.6%) 450  (3.4%) 570  (1.7%) 500  (2.4%) 

通　期 34,000  (1.1%) 1,550  (7.1%) 1,700  (3.9%) 1,430  (2.1%) 

 　　（注）％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

　なお、次期より従来の事業部門別のカテゴリー分けをシステムの工程別の新カテゴリーに変更いた

します。新事業部門は、前工程であるＩＴコンサル、要件定義と中工程である準委任と一括に加え、

後工程である運用、システム保守及びその他の計7部門となります。

　新区分による当期の実績は以下の通りです。また、各区分の詳細については用語２から用語８をご

参照ください。

　業種分野別売上高 （単位：百万円）　

 前工程 　中工程 後工程 その他

 ＩＴコンサル 要件定義 準委任 一括 運用 システム保守

　当期実績 21 231 7,993 8,948 13,510 3,491 3,749

(2）財政状態に関する分析

　当期における財政状態は、総資産が604億46百万円と、前期末に比べ４億95百万円増加いたしました。

前期のような大きな変動はなく、流動資産の増加が主な要因です。

　流動資産は、309億70百万円と12億18百万円増加いたしました。これは、預け金の増加と売掛債権の

減少などが主な要因です。固定資産は、長期前払費用ならびに無形固定資産などの減少により、７億

22百万円減少し、294億76百万円となりました。

　一方、流動負債は、買掛金の減少と未払費用の増加が相殺されて、９百万円増の58億94百万円とな

りました。固定負債は、退職給付引当金の増加により、３億54百万円増の85億93百万円と、微増となっ

ております。

　純資産につきましては、１億32百万円増の459億59百万円となりました。なお、平成20年６月25日開

催の定時株主総会における決議にもとづき、資本剰余金の額を38億54百万円減少させ、同額を利益剰

余金に振替えました。また、当期において、自己株式の消却を17億39百万円実施いたしました。あわ

せて、11億35百万円の自己株式の取得を引続き実施しております。
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　当期における連結キャッシュ・フローは次のとおりです。

　前期に引続き営業活動によるキャッシュ・フローが大幅に増加いたしました。また、投資活動・財

務活動によるキャッシュ・フローをあわせ、現金及び現金同等物は42億38百万円増加し、197億55百万

円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により得られた資金は、順調な営業収入により70億90百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　関係会社株式の売却による収入などがあり、投資活動により使用した資金は前期より減少して、15

億57百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当期における配当金の支払いや、自己株式の取得により財務活動に使用した資金は、12億95百万円

となりました。

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりです。

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

 自　己　資　本　比　率（％） 78.1 78.0 76.3 75.8

 時価ベースの自己資本比率（％）　 62.6 52.3 35.5 36.2

 債　務　償　還　年　数　（年）　 0.2 0.0 0.0 0.0

 インタレスト・カバレッジ・レシオ　 205.8 894.1 904.3 805.7

　注）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／営業キャッシュ・フロー、

　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　 １．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

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

　　また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(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、収益力向上に向けて企業体質の強化を図りながら、株主の皆さまへの利益還元を充実させ

ていくことが経営の重要課題であると考えております。利益配当につきましては、急速な市場の変化

に対応するため財務基盤の充実を勘案しつつ、安定的な成果配分をおこなうことを基本としておりま

す。

　当期の１株当たりの配当金は、当期の年間配当額として１株当たり10円を予定しております。既に

中間配当として１株当たり３円配当し、期末配当（平成21年６月支払）として１株当たり７円を予定

しております。

　次期の１株当たりの配当金は、年間配当額として１株当たり２円増配の12円を予定しております。

なお、中間配当は１株当たり６円とし、期末配当（平成22年６月支払）として１株当たり６円を予定

しております。

　一方、当社は従来より株主還元策の一環として自己株式の取得を実施してまいりました。当期は約

230万株、取得金額にして11億35百万円の自己株式を取得いたしました。なお、次期は従来実施してお

りました自己株式の消却の予定はございません。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のよう

なものがあります。

①価格競争などの市場環境リスク

　当社グループの属する情報サービス産業においては、顧客企業の情報化投資に対する費用対効果要

求の高まり、中国、インド等の海外情報サービス企業の参入などにより価格競争の激化傾向が続いて

おります。一方、ネットワーク、ハードウェア、基本ソフトウェアなど現在使用している技術基盤は、

情報技術革新により常に陳腐化するリスクを内在しております。これらに対して予想を超える変化が

起きた場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。このような事態

を回避するため、業種業態を絞り込み顧客業務や業界のノウハウを蓄積することで、より付加価値の

高いサービスの提供や常に技術革新動向を注視し質の高い技術者の育成に取り組んでおります。

②開発サービス提供で不採算案件が生じるリスク

　受注ソフトウェア開発及びソフトウェア製品開発などにおいて納期遅延や品質劣化が発生し、その

回復費用により不採算案件が生じるリスクがあります。その発生原因としては、新規領域への参入、

新規技術への取り組み、仕事と技術者スキルの不一致、開発物に対するお客様や開発者間での認識不

一致、試験不足、ソフトウェア本来の性質のひとつである不完全性の存在などさまざまな要因があげ

られます。これらを回避するために当社では、ISO9001（用語９）などの品質基準を導入するとともに、

プロジェクト管理、品質管理の向上と技術者教育に取り組んでおります。

③運用サービス提供に支障が発生するリスク

　アウトソーシングなど運用サービスにおいて、システムダウンや回線障害が発生し、お客様の事業

が停止もしくは中断した場合、当社が損害賠償請求を受けるリスクや情報サービス企業として信用を

失墜するリスクがあります。その発生原因としては、災害、ハードウェアの故障、OSやアプリケーショ

ンソフトウェアの不具合、運用ミス、停電や回線不通、ウィルスの侵入、ハッカーによる攻撃などさ

まざまな要因があげられます。これらを回避するために当社では、ISO9001（用語９）の品質基準を導

入するとともに、バックアップ機能の充実・運用ツールの強化等の設備投資、運用管理の向上、技術

者教育などに継続的に取り組んでおります。

④情報漏洩のリスク

　当社は、運用あるいは開発のためにお客様から個人情報や顧客情報を含んだ情報資産をお預かりす

る場合があります。それらの情報が漏洩した場合、お客様から損害賠償請求を受けるリスクや情報サー

ビス企業として信用を失墜するリスクがあります。その発生原因としては、システム設計上または運

用上のセキュリティ対策の不備、不正・犯罪、誤操作・過失、障害・災害などさまざまな要因があげ

られます。これらを回避するために当社では、ISMS（用語11）やプライバシーマーク（用語10）の認

定取得とともに、ISMS（用語11）委員会、個人情報保護委員会を設置し責任体制を明確にし、設備、

ルール、教育など総合的な対策を実施しております。さらに社外有識者による「アイネス情報セキュ

リティアドバイザリーボード」を設置し、当社の施策全般についての評価および提言を受けておりま

す。
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２．企業集団の状況

　当社の企業集団は、当社及び子会社６社で構成されております。当グループの事業に係る位置付け

は次のとおりです。

情報処理・通信サービス

　当社の情報処理サービスに付帯する運用等の業務を株式会社アイ・エス・エスに委託しております。株式会社

シー・オー・シーは、デジタル決済の情報処理センター業務を行っており、当社は同社より当該業務システムの運用

と管理を受託しております。株式会社ＳＫサポートサービスは、サーバハウジングを中心とした情報処理サービスを

行っております。新日本システム・サービス株式会社は、主に石油販売や物販などの民間企業向け情報処理サービス

を行っております。

ソフトウェア開発

　新日本システム・サービス株式会社は、主に民間企業や公団体向けのソフトウェア開発業務を行っております。

システム提供サービス

　新日本システム・サービス株式会社は、情報関連機器およびパッケージソフトウェアの販売を行っております。

その他システム関連サービス

　株式会社ＫＤＳは、主として人材派遣ならびにデータエントリー業務を行っており、当社より当該業務を受託して

おります。株式会社ＩＮＰＭは、地方自治体の業務プロセスに関する調査、研究ならびにコンサルティング業務を行っ

ております。

情報サービス関連事業の系統図は次のとおりであります。
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　情報通信技術は、社会基盤のひとつとしてますますその重要性を高めております。当社グループ

は「創造、愛、自己統合」を社是とし、わが国の情報化推進の一翼を担い、社会の発展に寄与する

ことを使命としております。中期経営計画の基本方針として「持続的成長の基礎を固め、社員なら

びにステークホルダーが満足できる企業をめざす」ならびに「弊社グループの強みを活かして、新

規事業や新規顧客開拓を図る」を掲げ、お客様の満足度向上と株主の皆さまへの長期的な貢献をめ

ざしております。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、競争力の強化と企業価値の向上を図るには「売上高、営業利益」の拡大が重要

と考えており、これらの指標の向上に継続的に努力してまいります。

　　①平成24年３月期において、売上高  500億円（連結）の達成

　　②平成24年３月期において、営業利益 40億円（連結）の達成

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、平成21年度から平成23年度までの３カ年の中期経営計画を再策定いたしました。

この計画の実現のためには事業構造改革が必須であり、以下の改革推進に注力してまいります。

①運用業務面での事業構造改革

　当社の強みである運用業務面では、平成21年10月に「マネージドセンター」を開設します。同時

に「ネットワーク回線のＩＸ化」を実現し、顧客サービスの充実と競争力のあるデータセンター業

務を確立します。次に、「運用効率の向上」と「運用ミスの撲滅」のため、運用受託するシステム

の開発段階から運用要員を参加させ、運用しやすく堅牢なシステムを提供いたします。加えて、運

用ツールの積極的な導入により、「運用・加工ミスの撲滅」を図り、運用品質を向上させます。ま

た、今後のデータセンター業務に不可欠な仮想化対応を実施いたします。

②システム開発業務面での事業構造改革　

　システム開発業務面では、まず、開発ツールの導入による「生産性・品質の向上」を推進します。

次に、開発には不可欠な協力会社について、「コアパートナーの育成」に注力するとともに、「オ

フショアの活用」により生産性の向上を図ります。また、「さらなる不調プロジェクトの撲滅」の

ため、昨年10月に独立部門とした品質保証部を充実させてまいります。

③受注・売上拡大のための事業構造改革

　売上拡大のため、当社グループとのシナジー効果を発揮できる戦略的なＭ＆Ａを実施してまいり

ます。また、受注拡大のために、「営業人員の増強」と「営業スペシャリストの育成」を行ってま

いります。さらに、「新規事業の創出」に積極的に取り組み、新たな事業基盤を確立するとともに、

複数のデータセンターを運営する強みを活かして「ＢＣＰビジネスの展開」を図ってまいります。

加えて、WebRings（用語１）等のパッケージソフトウェアのＮ倍化戦略として「アライアンスの展

開」により売上の拡大につなげてまいります。

④人事施策等その他の事業構造改革

　事業を担うに足る人材の育成のため、「ＰＭ・先進技術・ビジネススキル教育」や「主任・課長・

部長教育」をより一層推進し、単なる研修所ではなく、同じ釜の飯が食える「宿泊施設付研修設備

の整備」を行います。併せて、今後の少子化社会の到来とオフショア業務の拡大を展望して「女性

の活用・外国人の活用」に注力してまいります。また、「管理職登用の早期化」を図り、その管理

職の入口の制度として「主任制度の導入」を実施してまいります。
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(4）会社の対処すべき課題

　高収益企業の確立に向けて、次の７つの課題に取り組んでまいります。

①選択と集中

　当社グループの強みを活かした選択的マーケティングを展開し、マーケット別のビジネスモデル

を確立し営業基盤を強化いたします。

②技術基盤と生産基盤の確立

　市場の要求に応える先端技術に積極的に取り組み、当社グループの得意分野における技術・ノウ

ハウを更に向上し、これを「見える化」することにより技術基盤を確立いたします。受注判定、プ

ロジェクト進捗管理および品質管理の体制を強化し、生産基盤を確立いたします。

③グループ内外との連携による事業基盤の拡大

　当社グループ企業間でのシナジー効果を追求するとともに、戦略パートナーの技術ノウハウを活

用することで事業基盤を拡大いたします。

④内部統制体制の構築

　当社グループの業務プロセスの見直し・標準化を推進し、信頼性、効率性の高いマネジメントシ

ステムを再構築いたします。経営の透明化により企業価値の向上をめざしてまいります。

⑤情報セキュリティの強化

　情報セキュリティや個人情報保護の更なる徹底を推進し、業界トップ水準の企業をめざしてまい

ります。当社グループのサービスに対するお客様の信頼を確保いたします。

⑥活力ある組織構築と人材育成・活用

　「仕事に厳しく、人に優しい職場づくり」に向け、社内のコミュニケーションを活発化し活力あ

る組織体制を構築いたします。技術、プロジェクト管理、マネジメントなど高収益企業を支える人

材育成とその機動的な活用を図ってまいります。

⑦ＣＳＲの推進

　企業に求められる社会的責任を果たすために、環境保全活動や社会貢献活動などに取り組み、社

会の持続可能な発展に寄与してまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　特筆すべき事項はありません。

【注記：用語解説】

 (用語１) WebRings（ウェブリングス）

　　　　当社が独自開発したウェブ型の総合行政システムの商標名で、電子自治体を実現するソリューションソフトをい

います。電子自治体で必要な業務を、業界に先駆け、すべてウェブコンピューティング技術で構築いたしました。

電子行政へのスムースな移行はもちろん、従前の汎用機（ホストコンピュータ）やクライアントサーバによる方式

に比べ、柔軟性や経済性が飛躍的に向上しております。

 (用語２) ＩＴコンサル

　　　　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

システムやソフトウェアの開発の上流工程においてお客様に対してコンサルを行う業務をいいます。具体的には、

ＩＳＭＳや情報セキュリティに関するコンサルを行っています。

 (用語３) 要件定義

　　　　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。　

システムやソフトウェアの開発において、どのような機能が要求されていて、実装されるべきなのかを明確にして

いく業務をいいます。当社と顧客の双方の協力により定義が行われ、その成果は「要件定義書」としてまとめられ

ます。
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 (用語４) 準委任

　　　　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

システムやソフトウェアの開発において、実装（コーディング）やテスト、導入など、具体的なソフトウェアの構

築・配備に関する工程において、その報酬形態が人月単価での契約となっている業務をいいます。

 (用語５) 一括

　　　　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

システムの提供やソフトウェアの開発において、その契約形態が一括請負契約となっている業務やパッケージソフ

トウェアの販売業務をいいます。

 (用語６) 運用

　　　　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語

お客様のシステムやソフトウェアについての運用管理業務をいいます。当社のデータセンターにてお客様のシステ

ム全ての運用・管理を請負うアウトソーシングやハウジングサービス、情報処理サービスなど多岐に渡りますが当

社が強みとする業務です。

 (用語７) システム保守

　　　　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語

一括（用語５）業務を行い、納品後に行うそのシステムやソフトウェアについての保守業務をいいます。

 (用語８) その他サービス

　　　　一般的な用法とは異なり、当社が業務区分のために、使用する用語。

情報機器の販売やデータ入力業務など上記業務に含まれない業務をいいます。

 (用語９) ISO9001：2000年版

　　　　国際標準化機構（ISO）が定めた品質マネジメントシステムの国際規格。従来のISO9001は主に製造品の「品質保

証」を規格するものでしたが、2000年版で大きな見直しが行われ、サービス全般に及ぶ「品質向上のための経営管

理システム」を規格するものへと強化されています。

 (用語10) ISMS（アイ・エス・エム・エス）:Information Security Management Systemの略

　　　　情報セキュリティ管理の国際標準に基づき作られた情報セキュリティマネジメントシステムの適合評価制度で経

済産業省から公表されました。「情報処理サービス業情報システム安全対策実施事業所認定制度」に替わる新制　

度で、最新の技術革新に対応しています。

 (用語11) プライバシーマーク

　　　　個人情報保護に関するJIS（JIS Q 15001:2006個人情報保護マネジメントシステム要求事項）基準に適合し、個人

情報の取り扱いを適切に行うための体制を整備しているかどうかを、財団法人日本情報処理開発協会と指定機関が

審査・認定する制度。
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,490 10,650

受取手形及び売掛金 11,684 8,709

有価証券 85 150

たな卸資産 1,192 －

仕掛品 － 1,050

原材料及び貯蔵品 － 72

前払費用 349 355

繰延税金資産 948 956

預け金 5,000 9,000

その他 27 54

貸倒引当金 △26 △30

流動資産合計 29,751 30,970

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,595 17,902

減価償却累計額 △8,148 △8,555

建物及び構築物（純額） 9,446 9,346

工具、器具及び備品 4,302 3,943

減価償却累計額 △3,214 △2,757

工具、器具及び備品（純額） 1,087 1,186

土地 11,101 11,101

有形固定資産合計 21,635 21,634

無形固定資産   

ソフトウエア 1,639 1,520

その他 47 44

無形固定資産合計 1,686 1,564

投資その他の資産   

投資有価証券 ※  813 695

長期前払費用 910 683

繰延税金資産 3,338 3,258

長期預金 700 600

その他 1,162 1,044

貸倒引当金 △49 △3

投資その他の資産合計 6,876 6,277

固定資産合計 30,199 29,476

資産合計 59,950 60,446



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,988 1,535

短期借入金 111 99

未払費用 1,293 1,793

未払法人税等 190 133

未払消費税等 337 121

前受金 274 209

賞与引当金 1,064 1,167

役員賞与引当金 4 41

その他 619 792

流動負債合計 5,885 5,894

固定負債   

退職給付引当金 7,725 8,050

役員退職慰労引当金 308 296

その他 204 246

固定負債合計 8,238 8,593

負債合計 14,124 14,487

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,457 31,457

資本剰余金 23,143 17,548

利益剰余金 △2,868 2,389

自己株式 △6,039 △5,434

株主資本合計 45,693 45,960

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24 △122

評価・換算差額等合計 24 △122

新株予約権 27 46

少数株主持分 81 74

純資産合計 45,826 45,959

負債純資産合計 59,950 60,446



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 40,894 37,946

売上原価 35,243 31,666

売上総利益 5,651 6,279

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  4,131 ※1, ※2  4,504

営業利益 1,519 1,775

営業外収益   

受取利息 51 69

受取配当金 13 12

不動産賃貸料 38 37

保険配当金 17 24

持分法による投資利益 17 －

その他 20 22

営業外収益合計 158 166

営業外費用   

支払利息 5 8

不動産賃貸費用 57 52

その他 18 9

営業外費用合計 80 70

経常利益 1,597 1,871

特別利益   

投資有価証券売却益 121 2

関係会社株式売却益 － 14

その他 29 7

特別利益合計 150 23

特別損失   

固定資産除却損 ※3  41 ※3  9

投資有価証券売却損 16 －

投資有価証券評価損 95 3

事務所撤去費用 － ※3  86

ソフトウエア除却損 144 －

ソフトウエア評価損 2,277 －

その他 40 12

特別損失合計 2,617 111

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△869 1,783

法人税、住民税及び事業税 238 171

法人税等調整額 2,501 88

法人税等合計 2,739 260

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10 △6

当期純利益又は当期純損失（△） △3,619 1,529

2009/04/22 16:54:57
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 31,457 31,457

当期末残高 31,457 31,457

資本剰余金   

前期末残高 24,951 23,143

当期変動額   

欠損填補 － △3,854

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △1,808 △1,739

当期変動額合計 △1,808 △5,594

当期末残高 23,143 17,548

利益剰余金   

前期末残高 1,086 △2,868

当期変動額   

欠損填補 － 3,854

剰余金の配当 △335 △126

当期純利益又は当期純損失（△） △3,619 1,529

当期変動額合計 △3,955 5,257

当期末残高 △2,868 2,389

自己株式   

前期末残高 △6,803 △6,039

当期変動額   

自己株式の取得 △1,044 △1,135

自己株式の処分 － 1

自己株式の消却 1,808 1,739

当期変動額合計 764 604

当期末残高 △6,039 △5,434

株主資本合計   

前期末残高 50,692 45,693

当期変動額   

欠損填補 － －

剰余金の配当 △335 △126

当期純利益又は当期純損失（△） △3,619 1,529

自己株式の取得 △1,044 △1,135

自己株式の処分 － 0

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △4,999 267

当期末残高 45,693 45,960

2009/04/21 20:40:02
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 66 24

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42 △147

当期変動額合計 △42 △147

当期末残高 24 △122

評価・換算差額等合計   

前期末残高 66 24

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42 △147

当期変動額合計 △42 △147

当期末残高 24 △122

新株予約権   

前期末残高 10 27

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 19

当期変動額合計 16 19

当期末残高 27 46

少数株主持分   

前期末残高 71 81

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 10 △7

当期変動額合計 10 △7

当期末残高 81 74

純資産合計   

前期末残高 50,841 45,826

当期変動額   

剰余金の配当 △335 △126

当期純利益又は当期純損失（△） △3,619 1,529

自己株式の取得 △1,044 △1,135

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15 △135

当期変動額合計 △5,014 132

当期末残高 45,826 45,959

2009/04/21 20:40:02
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△869 1,783

減価償却費 2,461 2,076

賞与引当金の増減額（△は減少） 28 102

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1 36

退職給付引当金の増減額（△は減少） 348 324

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △63 △12

受取利息及び受取配当金 △65 △82

支払利息 5 8

持分法による投資損益（△は益） △17 －

投資有価証券売却損益（△は益） △104 △2

関係会社株式売却損益（△は益） － △14

固定資産除却損 41 9

投資有価証券評価損益（△は益） 95 3

ソフトウエア除却損 144 －

ソフトウエア評価損 2,277 －

売上債権の増減額（△は増加） △361 2,956

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,100 69

その他の資産の増減額（△は増加） 77 △83

仕入債務の増減額（△は減少） △580 △488

その他の負債の増減額（△は減少） △14 307

その他 265 268

小計 4,767 7,266

利息及び配当金の受取額 63 82

利息の支払額 △5 △8

法人税等の還付額 59 16

法人税等の支払額 △262 △265

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,622 7,090

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △0 12

長期預金預入による支出 △500 －

長期預金払戻による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 △491 △652

有形固定資産の売却による収入 3 28

無形固定資産の取得による支出 △775 △819

無形固定資産の売却による収入 － 1

長期前払費用の取得による支出 △436 △190

投資有価証券の取得による支出 △8 △192

投資有価証券の売却による収入 191 8

関係会社株式の売却による収入 － 150

短期貸付金の増減額（△は増加） △3 △6

その他 2 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,018 △1,557

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） △8 △12

リース債務の返済による支出 － △20

自己株式の取得による支出 △1,044 △1,135

自己株式の売却による収入 － 0

配当金の支払額 △336 △127

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,389 △1,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,214 4,238

現金及び現金同等物の期首残高 14,301 ※  15,516

現金及び現金同等物の期末残高 ※  15,516 ※  19,755

2009/04/21 22:13:14
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継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 　子会社６社はすべて連結されております。

　連結子会社名は㈱ＫＤＳ、㈱アイ・エ

ス・エス、㈱シー・オー・シー、㈱ＩＮＰ

Ｍ、㈱ＳＫサポートサービス、新日本シス

テム・サービス㈱であります。

同左

２．持分法の適用に関する

事項

　持分法を適用した関連会社は１社、エ

ム・シー・エス㈱であります。また、持分

法を適用していない関連会社はありません。

　関連会社はありません。前連結会計年度

まで、持分法適用関連会社であった エム・

シー・エス㈱は、平成20年６月13日に保有

する株式の全部を売却したため、持分法適

用関連会社に該当しなくなりました。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

同左

４．会計処理基準に関する

事項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

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

により算定）

①　有価証券

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　たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法

②　たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法（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）

貯蔵品

最終仕入原価法

原材料及び貯蔵品

個別法による原価法（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）

（会計処理の変更）

　仕掛品については、従来、個別法による

原価法によっておりましたが、当連結会計

年度より「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日公表分）が適用されたことに伴い、個

別法による原価法（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、当連結会計年度の営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益に与

える影響は軽微であります。

－ 1 －



項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　原材料及び貯蔵品については、従来、最

終仕入原価法によっておりましたが、個別

物品管理を強化したこと、及び当連結会計

年度より「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日公表分）が適用されたことに伴い、個

別法による原価法（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、当連結会計年度の営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益に与

える影響は軽微であります。

（表示方法の変更）

　「財務諸表の用語、様式及び作成方法に

関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日　内閣府令第50号）が

適用となることに伴い、前連結会計年度に

おいて、「たな卸資産」として掲記されて

いたものは、当連結会計年度から「仕掛

品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記して

おります。なお、前連結会計年度の「たな

卸資産」に含まれる「仕掛品」「原材料及

び貯蔵品」は、それぞれ1,118百万円、73

百万円であります。

(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

ａ．総合研究所・赤坂本社事務所・高津

事業所・幕張事業所の建物及び子会

社の建物の一部

定額法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

ａ．本社（旧 総合研究所）・赤坂本社

事務所・高津事業所・幕張事業所の

建物及び子会社の建物の一部

同左

ｂ．特定の契約に基づく専用設備

定額法

ｂ．特定の契約に基づく専用設備

同左

ｃ．その他の有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

ｃ．その他の有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物 ５～63年

工具器具及び備品 ４～20年

建物及び構築物 ５～63年

工具器具及び備品 ４～20年

（会計処理の変更）

　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、経常利益はそれ

ぞれ７百万円減少し、税金等調整前当期

純損失は７百万円増加しております。

－ 2 －



項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、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、経常利益はそれ

ぞれ21百万円減少し、税金等調整前当期

純損失は21百万円増加しております。

②　無形固定資産

ａ．自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

②　無形固定資産（リース資産を除く）

ａ．自社利用のソフトウェア

同左

ｂ．市場販売目的のソフトウェア

　見込販売本数に基づく償却額と残

存有効期間に基づく均等配分額のい

ずれか大きい額。

　見込有効期間は３年以内でありま

す。

ｂ．市場販売目的のソフトウェア

同左

ｃ．その他の無形固定資産

定額法

ｃ．その他の無形固定資産

同左

―――――― ③　リース資産

　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。

　なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前の

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。

③　少額減価償却資産

　取得価額が10万円以上20万円未満の

資産については、３年均等償却

④　少額減価償却資産

同左

④　長期前払費用

定額法

⑤　長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の

計上基準

①　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　賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、翌

連結会計年度の賞与支給見込額のうち当

連結会計年度に帰属する部分の金額（実

際支給見込基準）を計上しております。

②　賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

③　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、翌連結

会計年度の役員賞与支給見込額のうち当

連結会計年度に帰属する部分の金額を計

上しております。

③　役員賞与引当金

同左

④　退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当連結会計

年度において発生していると認められる

額を計上しております。　　　　　　　

　数理計算上の差異は、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、按分し

た額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております。

④　退職給付引当金

同左

（会計処理の変更）

　「「退職給付に係る会計基準」の一部改

正（その３）」（企業会計基準第19号　平

成20年７月31日）が平成21年３月31日以前

に開始する連結会計年度に係る連結財務諸

表から適用できることになったことに伴い、

当連結会計年度から同会計基準を適用して

おります。

　これによる営業利益、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。

　なお、本会計基準の適用に伴い発生する

退職給付債務の差額はありません。

⑤　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

⑤　役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

(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。

──────

(5）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

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

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

　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。

同左

６．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。

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19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── （リース取引に関する会計基準）

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、当連結会計年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

なお、リース取引開始日が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。

これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益に与える影響は軽微であります。

－ 5 －



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

※　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※　　　　　　　　　──────

固定資産：投資有価証券 136百万円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は次のとおりであります。

給与・賞与・手当 1,927百万円

賞与引当金繰入額 166

退職給付費用 145

福利厚生費 317

研究開発費 208

営業支援費 153

給与手当及び賞与 2,040百万円

賞与引当金繰入額 203

退職給付費用 155

福利厚生費 325

研究開発費 182

営業支援費 163

※２　研究開発費の総額　　　　　　      208百万円 ※２　研究開発費の総額　　　　　　      182百万円

　当期製造費用に含まれている研究開発費はありませ

ん。

　当期製造費用に含まれている研究開発費はありませ

ん。

※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 11百万円

工具器具及び備品 29

長期前払費用 0

計 41

※３　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 2百万円

工具、器具及び備品 4

ソフトウェア資産 2

計 9

────── 事業所撤去費用に含まれる固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 16百万円

工具、器具及び備品 9

計 26
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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　（注１） 51,895 － 1,895 50,000

合計 51,895 － 1,895 50,000

自己株式

普通株式　（注２，３） 7,127 1,712 1,895 6,944

合計 7,127 1,712 1,895 6,944

（注）1．普通株式の発行済株式総数の減少1,895千株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の増加1,712千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,707千株、

単元未満株式の買取りによる増加５千株であります。

3. 普通株式の自己株式の株式数の減少1,895千株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少であります。

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）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 27

合計 － － － － 27

平成19年のストック・オプション11百万円は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

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 335 7.50 平成19年３月31日 平成19年６月27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

 該当事項はありません。
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21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　（注１） 50,000 － 2,000 48,000

合計 50,000 － 2,000 48,000

自己株式

普通株式　（注２，３） 6,944 2,315 2,001 7,258

合計 6,944 2,315 2,001 7,258

（注）1．普通株式の発行済株式総数の減少2,000千株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の増加2,315千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加2,309千株、

単元未満株式の買取りによる増加６千株であります。

3. 普通株式の自己株式の株式数の減少2,001千株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少2,000千株、単

元未満株式の買増しによる減少１千株であります。

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）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 46

合計 － － － － 46

平成20年のストック・オプション13百万円は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

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20年11月26日

取締役会
普通株式 126 3.00 平成20年９月30日 平成20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21年６月24日

定時株主総会
普通株式 285 利益剰余金 7.00 平成21年３月31日 平成21年６月25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19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※　　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照に掲

記されている科目の金額との関係

※　　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在）

（百万円）

（平成21年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 10,490

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等
△59

預け金 5,000

有価証券（ＭＭＦ） 85

現金及び現金同等物 15,516

現金及び預金勘定 10,650

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等
△46

預け金 9,000

有価証券（ＭＭＦ） 150

現金及び現金同等物 19,755

（開示の省略）

 リース取引、有価証券、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、関連当事者情報に関

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。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、当連結グループの情報サービス業の売上高、営業利益及び資産

の金額は、いずれも全セグメントに占める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支

店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,061.84円

１株当たり当期純損失金額 81.91円

　なお、潜在株式調整後１株当たり純利益金額については、

潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。

１株当たり純資産額 1,125.10円

１株当たり当期純利益金額 36.46円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

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

前連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当期純利益又は当期純損失（△）

（百万円）
△3,619 1,529

普通株式に係る当期純利益又は

当期純損失（△）（百万円）
△3,619 1,529

期中平均株式数（千株） 44,190 41,955

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５種類（新株予約権の数

3,686個）

新株予約権５種類（新株予約権の

数4,386個）

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

平成20年３月27日開催の取締役会において、会社法第178

条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、以下のとおり

実施いたしました。

１．消却した株式の種類

普通株式

２．消却した株式の数

2,000,000株（消却前の発行済株式総数の4.00％）

３．消却手続完了日

平成20年４月18日

・消却後の発行済株式総数　　　48,000,000株

　──────
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,062 8,851

受取手形 27 －

売掛金 ※  10,535 ※  8,025

有価証券 85 150

仕掛品 1,064 975

貯蔵品 73 －

原材料及び貯蔵品 － 72

前払費用 319 325

繰延税金資産 858 875

預け金 ※  5,000 ※  9,000

その他 51 60

貸倒引当金 △25 △28

流動資産合計 27,053 28,308

固定資産   

有形固定資産   

建物 16,331 16,586

減価償却累計額 △7,536 △7,902

建物（純額） 8,794 8,683

構築物 253 255

減価償却累計額 △191 △195

構築物（純額） 61 59

工具、器具及び備品 3,938 3,533

減価償却累計額 △2,954 △2,455

工具、器具及び備品（純額） 983 1,078

土地 10,436 10,436

有形固定資産合計 20,276 20,257

無形固定資産   

電話加入権 22 22

電信電話専用施設利用権 9 5

ソフトウエア 1,606 1,502

その他 2 2

無形固定資産合計 1,640 1,532

投資その他の資産   

投資有価証券 668 688

関係会社株式 1,506 1,327

破産更生債権等 49 3

長期前払費用 910 683

繰延税金資産 3,104 3,023

敷金及び保証金 ※  1,102 ※  1,096

長期貸付金 24 30

施設利用会員権 110 99

長期預金 500 500

その他 529 464

貸倒引当金 △49 △3

投資その他の資産合計 8,456 7,913

固定資産合計 30,373 29,703

資産合計 57,426 58,011



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※  1,766 ※  1,554

未払金 285 372

未払費用 ※  1,168 ※  1,628

未払法人税等 83 63

未払消費税等 293 83

前受金 274 209

預り金 195 211

賞与引当金 910 1,023

役員賞与引当金 － 34

その他 39 69

流動負債合計 5,016 5,252

固定負債   

退職給付引当金 7,280 7,586

役員退職慰労引当金 167 176

その他 204 228

固定負債合計 7,652 7,990

負債合計 12,668 13,242

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,457 31,457

資本剰余金   

資本準備金 7,864 7,864

その他資本剰余金 15,278 9,683

資本剰余金合計 23,143 17,548

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △3,854 1,273

利益剰余金合計 △3,854 1,273

自己株式 △6,039 △5,434

株主資本合計 44,706 44,845

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23 △122

評価・換算差額等合計 23 △122

新株予約権 27 46

純資産合計 44,757 44,769

負債純資産合計 57,426 58,011



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 36,088 33,617

売上原価 31,580 28,374

売上総利益 4,508 5,242

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 53 58

給料手当及び賞与 1,342 1,418

賞与引当金繰入額 157 195

退職給付費用 133 140

役員退職慰労引当金繰入額 64 73

福利厚生費 261 271

旅費及び交通費 78 93

運搬費 41 37

水道光熱費 37 60

賃借料 58 104

減価償却費 56 63

研究開発費 ※1  143 ※1  85

事務電算処理費 29 34

営業支援費 153 163

瑕疵修理・無償保守費 23 18

貸倒引当金繰入額 0 3

その他 824 971

販売費及び一般管理費合計 3,460 3,795

営業利益 1,047 1,446

営業外収益   

受取利息 45 65

有価証券利息 2 0

受取配当金 ※3  80 ※3  73

不動産賃貸料 ※3  151 ※3  161

その他 30 40

営業外収益合計 311 340

営業外費用   

支払利息 － 1

不動産賃貸費用 ※3  146 ※3  141

その他 18 8

営業外費用合計 165 151

経常利益 1,193 1,636

特別利益   

投資有価証券売却益 121 2

その他 6 6

特別利益合計 127 8

特別損失   

固定資産除却損 ※2  41 ※2  6

投資有価証券売却損 16 －

投資有価証券評価損 95 3

関係会社株式評価損 － 27

事務所撤去費用 － ※2  86

ソフトウエア除却損 144 －

ソフトウエア評価損 2,277 －

その他 40 10

特別損失合計 2,617 135



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,296 1,509

法人税、住民税及び事業税 31 30

法人税等調整額 2,550 79

法人税等合計 2,581 109

当期純利益又は当期純損失（△） △3,877 1,400



製造原価（売上原価）明細書

第46期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第47期
（自　平成20年４月１日
至　平成21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　労務費 ※１ 10,369 33.7 10,542 37.1

Ⅱ　外注費 10,348 33.6 9,383 33.0

Ⅲ　機器材料費 2,255 7.3 1,349 4.8

Ⅳ　経費

１．機械賃借料 3,673 3,565

２．減価償却費 1,792 1,513

３．その他 2,330 7,795 25.4 2,054 7,132 25.1

当期総製造費用 30,769 100.0 28,407 100.0

期首仕掛品 2,401 1,064

計 33,170 29,472

他勘定振替高 ※２ 1,325 642

期末仕掛品 1,064 975

ソフトウェア償却高 800 520

当期製品製造原価 31,580 28,374

　（注）

第46期 第47期

※１．労務費には次の費目が含まれております。 ※１．労務費には次の費目が含まれております。

賞与引当金繰入額 752百万円

退職給付費用 631

賞与引当金繰入額 827百万円

退職給付費用 672

※２．他勘定振替高の内容は次の通りであります。 ※２．他勘定振替高の内容は次の通りであります。

固定資産 

ソフトウェア 987

販売費及び一般管理費

研究開発費 72

営業支援費 153

瑕疵修理費・無償保守費 23

その他 89

計 1,325

固定資産 

ソフトウェア 367

販売費及び一般管理費

研究開発費 20

営業支援費 163

瑕疵修理費・無償保守費 18

その他 73

計 642

３．原価計算の方法

プロジェクト別個別原価計算

３．原価計算の方法

　　　　　　　　　　　 同左

４．当社では事業の性質上、原則として製品在庫を持ちま

せんので「当期製品製造原価」は「売上原価」と一致

します。従って損益計算書では「当期製品製造原価」

の表示はおこなわず「売上原価」として表示しており

ます。

４．　　　　　　　　　 同左

－ 1 －



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 31,457 31,457

当期末残高 31,457 31,457

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,864 7,864

当期末残高 7,864 7,864

その他資本剰余金   

前期末残高 17,086 15,278

当期変動額   

欠損填補 － △3,854

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △1,808 △1,739

当期変動額合計 △1,808 △5,594

当期末残高 15,278 9,683

資本剰余金合計   

前期末残高 24,951 23,143

当期変動額   

欠損填補 － △3,854

自己株式の処分 － △0

自己株式の消却 △1,808 △1,739

当期変動額合計 △1,808 △5,594

当期末残高 23,143 17,548

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 358 △3,854

当期変動額   

欠損填補 － 3,854

剰余金の配当 △335 △126

当期純利益又は当期純損失（△） △3,877 1,400

当期変動額合計 △4,213 5,128

当期末残高 △3,854 1,273

利益剰余金合計   

前期末残高 358 △3,854

当期変動額   

欠損填補 － 3,854

剰余金の配当 △335 △126

当期純利益又は当期純損失（△） △3,877 1,400

当期変動額合計 △4,213 5,128

当期末残高 △3,854 1,273

自己株式   

前期末残高 △6,803 △6,039

当期変動額   

自己株式の取得 △1,044 △1,135

自己株式の処分 － 1



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式の消却 1,808 1,739

当期変動額合計 764 604

当期末残高 △6,039 △5,434

株主資本合計   

前期末残高 49,964 44,706

当期変動額   

剰余金の配当 △335 △126

当期純利益又は当期純損失（△） △3,877 1,400

自己株式の取得 △1,044 △1,135

自己株式の処分 － 0

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 △5,257 138

当期末残高 44,706 44,845

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 64 23

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △40 △146

当期変動額合計 △40 △146

当期末残高 23 △122

評価・換算差額等合計   

前期末残高 64 23

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △40 △146

当期変動額合計 △40 △146

当期末残高 23 △122

新株予約権   

前期末残高 10 27

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 19

当期変動額合計 16 19

当期末残高 27 46

純資産合計   

前期末残高 50,039 44,757

当期変動額   

剰余金の配当 △335 △126

当期純利益又は当期純損失（△） △3,877 1,400

自己株式の取得 △1,044 △1,135

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23 △127

当期変動額合計 △5,281 11

当期末残高 44,757 44,769



継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

重要な会計方針

項目
第46期

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第47期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準

及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）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

算定）

(2）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．たな卸資産の評価基準

及び評価方法

(1）仕掛品

　個別法による原価法

(1）仕掛品

個別法による原価法（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）

(2）貯蔵品

　最終仕入原価法

(2）原材料及び貯蔵品

個別法による原価法（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）

（会計処理の変更）

　仕掛品については、従来、個別法による

原価法によっておりましたが、当事業年度

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

公表分）が適用されたことに伴い、個別法

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、当事業年度の営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益に与える影響

は軽微であります。

　原材料及び貯蔵品については、従来、最

終仕入原価法によっておりましたが、個別

物品管理を強化したこと、及び当事業年度

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

公表分）が適用されたことに伴い、個別法

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、当事業年度の営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益に与える影響

は軽微であります。

－ 1 －



項目
第46期

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第47期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

３．固定資産の

減価償却の方法

(1）有形固定資産

①　総合研究所・赤坂本社事務所・高津

事業所及び幕張事業所の建物

　定額法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

①　本社（旧 総合研究所)・赤坂本社事

務所・高津事業所及び幕張事業所の建

物

同左

②　特定の契約に基づく専用設備

　定額法

②　特定の契約に基づく専用設備

同左

③　その他の有形固定資産

　定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　　５～63年

工具器具及び備品　　　４～20年

③　その他の有形固定資産

　定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　　５～63年

工具器具及び備品　　　４～20年

(会計処理の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

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、経常利益はそれ

ぞれ４百万円減少し、税引前当期純損失

は４百万円増加しております。

(追加情報）

　法人税法の改正に伴い、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

事業年度の翌事業年度より、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、経常利益はそれ

ぞれ19百万円減少し、税引前当期純損失

は19百万円増加しております。

(2）無形固定資産

①　自社利用のソフトウェア

　社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

①　自社利用のソフトウェア

同左

②　市場販売目的のソフトウェア

　見込販売本数に基づく償却額と残存

有効期間に基づく均等配分額のいずれ

か大きい額。

　見込有効期間は３年以内であります。

②　市場販売目的のソフトウェア

同左

③　その他の無形固定資産

　定額法

③　その他の無形固定資産

同左

－ 2 －



項目
第46期

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第47期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

―――――― (3）リース資産

　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。

　なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前の

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。

(3）少額減価償却資産

　取得価額が10万円以上20万円未満の資

産については、３年均等償却

(4）少額減価償却資産

同左

(4）長期前払費用

　定額法

(5）長期前払費用

同左

４．引当金の計上基準 (1）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）賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えるため、翌

事業年度の賞与支給見込額のうち当事業

年度に帰属する部分の金額（実際支給見

込基準）を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、翌事業

年度の役員賞与支給見込額のうち当事業

年度に帰属する部分の金額を計上してお

ります。

(3）役員賞与引当金

同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末に

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。

　数理計算上の差異は、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）による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。

(4）退職給付引当金

同左

－ 3 －



項目
第46期

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第47期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（会計処理の変更）

　「「退職給付に係る会計基準」の一部改

正（その３）」（企業会計基準第19号　平

成20年７月31日）が平成21年３月31日以前

に開始する事業年度に係る財務諸表から適

用できることになったことに伴い、当事業

年度から同会計基準を適用しておりま

す。

　これによる営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益に与える影響はありませ

ん。

　なお、本会計基準の適用に伴い発生する

退職給付債務の差額はありません。

 

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

(5）役員退職慰労引当金

 役員及び執行役員の退職慰労金の支出

に備えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

５．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。

──────

６．その他財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。

消費税等の会計処理方法

同左

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── （リース取引に関する会計基準）

　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、当事業年度より「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））

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

　なお、リース取引開始日が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。

　これによる、営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響は軽微であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第46期（平成20年３月31日） 第47期（平成21年３月31日）

※　関係会社に係る注記

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

※　関係会社に係る注記

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

流動資産

売掛金 126百万円

預け金 5,000

固定資産

敷金及び保証金 744

流動負債

買掛金 392

未払費用 103

流動資産

売掛金 73百万円

預け金 9,000

固定資産

敷金及び保証金 744

流動負債

買掛金 340

未払費用 64

（損益計算書関係）

第46期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第47期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１．研究開発費の総額 143百万円 ※１．研究開発費の総額 85百万円

　当期製造費用に含まれている研究開発費はありませ

ん。

　当期製造費用に含まれている研究開発費はありませ

ん。

※２．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

固定資産除却損の内訳

※２．固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 11百万円

工具器具及び備品 29

計 41

 

建物及び構築物 2百万円

工具、器具及び備品 4

計 6

 　

事務所撤去費用に含まれる固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 16百万円

工具、器具及び備品 9

計 26

 　

※３．関係会社に係る注記

　営業外収益の受取配当金80百万円の内67百万円は、

関係会社との取引により発生した収益であります。

　営業外収益の不動産賃貸収入151百万円の内113百万

円は、関係会社との取引により発生した収益でありま

す。

　営業外費用の不動産賃貸費用146百万円の内89百万

円は、関係会社との取引により発生した費用でありま

す。

※３．関係会社に係る注記

　営業外収益の受取配当金73百万円の内60百万円は、

関係会社との取引により発生した収益であります。

　営業外収益の不動産賃貸収入161百万円の内124百万

円は、関係会社との取引により発生した収益でありま

す。

　営業外費用の不動産賃貸費用141百万円の内89百万

円は、関係会社との取引により発生した費用でありま

す。
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（株主資本等変動計算書関係）

第46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１，２） 7,127 1,712 1,895 6,944

合計 7,127 1,712 1,895 6,944

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,712千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加1,707千株、

単元未満株式の買取りによる増加5千株であります。

　　　 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少1,895千株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少であります。

第47期（自　平成20年４月１日　至　平成21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１，２） 6,944 2,315 2,001 7,258

合計 6,944 2,315 2,001 7,258

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2,315千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加2,309千株、

単元未満株式の買取りによる増加６千株であります。

　　　 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少2,001千株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少2,000千株、

単元未満株式の買増しによる減少１千株であります。

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３

月31日）における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。

（重要な後発事象）

第46期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第47期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

平成20年３月27日開催の取締役会において、会社法第178

条の規定に基づく自己株式の消却を決議し、以下のとおり

実施いたしました。

１．消却した株式の種類

普通株式

２．消却した株式の数

2,000,000株（消却前の発行済株式総数の4.00％）

３．消却手続完了日

平成20年４月18日

・消却後の発行済株式総数　　　48,000,000株

　──────
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６．その他

(1）役員の異動

　当社は、平成21年４月23日開催の取締役会において、当社役員の異動について、以下のとおりその内定を決議し、

その選任につき平成21年６月24日開催予定の当社第47回定時株主総会に付議する予定といたしましたのでお知らせい

たします。

①　代表取締役の異動

　　 該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

　・新任取締役候補

　　　　取締役　花崎　勝吉（現　常務執行役員 兼 営業統括本部長）

　　　　取締役　保垣　　宏（現　執行役員 兼 金融システム事業部長）

　　　　取締役　諸島　伸治（現　日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社　執行役専務）

　　　　（注）諸島伸治　氏は、社外取締役の候補者であります。

　・退任予定取締役

　　　　取締役　小山　正孝（株式会社アイ・エス・エス　代表取締役社長就任予定）

　　　　取締役　能沢　　健（新日本システム・サービス株式会社　代表取締役社長就任予定）

　　　　取締役　桑原　弘美

　　　　（注）桑原弘美　氏は、社外取締役であります。

③　就任予定日

　　 平成21年６月24日

(2）その他

　該当事項はありません。

 以上
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