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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 126,203 △3.9 7,300 △16.1 7,340 △13.1 4,229 △16.5
20年3月期 131,304 12.2 8,706 21.2 8,450 19.4 5,062 25.7

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 169.17 ― 12.5 9.9 5.8
20年3月期 202.49 ― 16.6 12.0 6.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―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 73,755 35,162 47.7 1,406.52
20年3月期 74,640 32,407 43.4 1,296.30

（参考） 自己資本   21年3月期  35,162百万円 20年3月期  32,407百万円

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 6,123 △4,249 △1,383 10,290
20年3月期 8,424 △2,341 △1,125 9,805

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 ― 20.00 ― 25.00 45.00 1,124 22.2 3.5
21年3月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00 1,249 29.6 3.6
22年3月期 

（予想）
― 25.00 ― 25.00 50.00 33.8

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

55,000 △11.2 2,900 △29.9 2,900 △31.1 1,700 △29.6 68.00

通期 115,000 △8.9 6,500 △11.0 6,500 △11.5 3,700 △12.5 148.00



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） 

詳細は、17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26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 25,000,000株 20年3月期 25,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  178株 20年3月期  79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 124,666 △4.4 7,030 △12.8 7,285 △7.9 4,282 △10.4
20年3月期 130,378 11.8 8,063 20.9 7,905 19.9 4,779 24.4

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 171.32 ―
20年3月期 191.17 ―

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 72,902 34,147 46.8 1,365.90
20年3月期 73,728 31,338 42.5 1,253.54

（参考） 自己資本 21年3月期  34,147百万円 20年3月期  31,338百万円

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 
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。 

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

54,200 △11.4 2,800 △29.5 2,800 △33.0 1,650 △32.7 66.00

通期 113,300 △9.1 6,300 △10.5 6,300 △13.5 3,600 △15.9 144.00
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１．経営成績 

 

(１)経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の概況 

当連結会計年度における我が国の経済は、年度後半からの世界的景気後退が輸出関連企業の業績

を圧迫し、製造業を中心に生産調整・雇用削減が行われるなど、非常に厳しい状況となりました。  

情報サービス業界においても、年度後半から金融業、製造業を中心とする企業収益の悪化を受け

て、ＩＴ投資の縮小、凍結、延期などの動きが広がり、非常に厳しい事業環境となりました。 

このような事業環境のもと、当社は、お客様のＩＴ投資効果を明確にした積極的な提案活動と、

得意業種ノウハウのテンプレート化及び主力パッケージ製品を核とした高付加価値ソリューション

の提供を軸に事業を展開しております。当連結会計年度においては、自社で開発した情報・知識共

有基盤「InWeave(インウィーブ)」の発売や、ドキュメントソリューション「ラビニティ シリー

ズ」に内部統制の継続運用・監査対応機能を強化した新バージョンをリリースしたのに加え、

EXASOL AG(ドイツ)と世界最速の検索性能を誇るインメモリ・データウェアハウス・エンジン

「EXASolution（エクサソリューション）」、トレンドマイクロ㈱と情報漏えい防止製品

「Trend Micro LeakProof（リークプルーフ）」の販売代理店契約を締結するなどアライアンスも積

極的に行い、製品力の拡充に努めてまいりました。 

しかしながら、金融分野においては、メガバンク統合案件収束後の新規開発案件の受注を見込ん

でおりましたが、金融機関の収益悪化の影響による開発規模の縮小・計画中断が相次ぎ発生いたし

ました。また、製造・流通分野においては、自動車をはじめとした輸出関連企業の業績悪化などを

受けて、顧客のＩＴ投資が一部抑制・先送りされる状況となりました。 

システム構築プロセスの標準化や開発ツール整備による生産性の向上、原価低減の徹底及び海外

調達の促進などの諸施策を進めコスト低減に努めましたが、売上高、利益ともに前年度を上回るに

は至りませんでした。 

 

以上の結果、当連結会計年度の売上高合計は126,203百万円(前年同期比 3.9％減)、営業利益は

7,300百万円(前年同期比 16.1％減)、経常利益は7,340百万円(前年同期比 13.1％減)、当期純利益

は4,229百万円(前年同期比 16.5％減)となりました。 

   

 事業別の営業の状況は以下のとおりであります。 

 システムインテグレーション及びシステムサービス事業は、セキュリティ強化やコンプライアン

ス対応のためのＩＴソリューションや、自治体・官公庁向けのソリューションが堅調に推移したも

のの、メガバンク・証券・保険・自動車・電力向けのシステム構築については、計画延期や開発中

断などの影響を受け減少しました。この結果、当事業の連結売上高は99,866百万円（前年同期比 

4.6％減）となりました。 

 ソフトウェアパッケージ事業は、当社の主力製品である従業員フロントソリューション「リシテ

アシリーズ」が年度後半に伸び悩み、ドキュメントソリューション「ラビニティシリーズ」、金融

機関向け債権書類管理をはじめとする自社ソフトウェア製品の受注が健闘したものの、他社パッケ

ージ製品も低調となり、当事業の連結売上高は8,111百万円（前年同期比 5.7％減）となりました。 

情報処理機器販売事業は、ネットワークセキュリティソリューション「Juniper NetScreenシリー

ズ」が堅調だったことにより、当事業の連結売上高は18,226百万円（前年同期比 1.4％増）となり

ました。 
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②翌期の連結業績見通し 

我が国の経済環境は、景気回復の兆しが見えず、企業収益は引き続き厳しい状況が続くものと予

想されます。当社グループを取り巻く事業環境についても、顧客のＩＴ投資抑制が継続するものと

思われ、先行きは依然、楽観視できない状況にあります。 

このような厳しい経営環境ではありますが、企業の競争力強化・生産性向上を導く情報システム

やセキュリティなどのコンプライアンス対応のＩＴ投資は引き続き需要がありますので、このよう

な事業領域へ注力し、受注を確保してまいります。また、プロジェクト管理の強化・品質向上に努

めるとともに販売費及び一般管理費の低減活動も加速推進し、収益力確保に努めてまいります。 

 

平成22年3月期の業績見通しは、以下のとおりであります。 

                        (単位：百万円(百万円未満は切捨て)) 

 平成 22年 3月期 平成 21年 3月期 増減 

 (a) (b) (a-b) 

売 上 高 115,000 126,203 △11,203 

営 業 利 益 6,500 7,300 △800 

経 常 利 益 6,500 7,340 △840 

当期純利益 3,700 4,229 △529 

業績予想につきましては、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り予想数値と異なる場合があります。 

 

 

<ご参考>事業別売上高予想           (単位：百万円(百万円未満は切捨て)) 

 平成 22年 3月期 平成 21年 3月期 増減 

 (a) (b) (a-b) 

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ 

及びｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ事業 
90,000 99,866 △9,866 

ｿﾌﾄｳｪｱﾊﾟｯｹｰｼﾞ事業 7,500 8,111 △611 

情報処理機器 

販売事業 
17,500 18,226 △726 

計 115,000 126,203 △11,203 

 

 

<ご参考>ルート別売上高予想           (単位：百万円(百万円未満は切捨て)) 

 平成 22年 3月期 平成 21年 3月期 増減 

 (a) (b) (a-b) 

自社ルート 61,500 59,632 +1,868 

日立営業ルート 17,000 23,220 △6,220 

日立ルート 36,500 43,350 △6,850 

計 115,000 126,203 △11,203 
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<ご参考>業種別売上高予想           (単位：百万円(百万円未満は切捨て)) 

 平成 22年 3月期 平成 21年 3月期 増減 

 (a) (b) (a-b) 

金融分野 40,500 48,702 △8,202 

製造・流通分野 27,500 28,900 △1,400 

社会・公共分野 23,000 23,399 △399 

ｸﾛｽﾏｰｹｯﾄ分野 24,000 25,201 △1,201 

計 115,000 126,203 △11,203 

 

 

 

 (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」といいます。）は、前連結会計年

度に比べ484百万円増加し、10,290百万円となりました。 

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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ2,300百万円減少し、6,123百万円

の資金の収入となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の増加7,143百万円、売掛債権の

減少2,919百万円などによる資金の増加と、仕入債務の減少1,926百万円、法人税等の支払額3,014百

万円などによる資金の減少であります。 

 

（投資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・フローは、前連結会計年度に比べ1,908百万円減少し、4,249百万円

の資金の支出となりました。主な要因は、有形固定資産の取得914百万円、無形固定資産の取得

1,674百万円、長期預け金への預入2,250百万円などであります。 

 

（財務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・フローは、配当金の増加などにより、前連結会計年度に比べ258百万

円減少し、1,383百万円の資金の支出となりました。 

 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。 

 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 平成 21年 3月期 

自己資本比率 39.0％ 40.5％ 43.2％ 43.4％ 47.7％ 

時価ベースの自

己資本比率 
66.7％ 124.3％ 94.3％ 73.4％ 29.7％ 

キャッシュ・フ

ロー対有利子負

債比率 

－％ －％ －％ －％ 0.1％ 

インタレスト・カ

バレッジ・レシオ 
1,070.9 倍 4,699.6 倍 －倍 －倍 664.0 倍 

(注)上記指標の計算式は下記のとおりであります。 

１．自己資本比率：自己資本／総資産 

２．時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
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３．キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー 

４．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 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

※有利子負債は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。 

 

 

(３)利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社の株主に対する利益配分は、中長期的な事業計画に基づいた積極的な先行投資を実行するた

めの内部資金の確保と、株主に対する安定的な配当の継続を念頭に置き、財政状態・利益水準・配

当性向等を総合的に勘案のうえ、実施することを基本方針としております。 

内部留保金につきましては、新事業・新分野のビジネス投資及び事業提携先への出資、先進技術

分野の研究開発及びその他事業領域の拡大に伴う投資を賄う原資として、活用していく予定であり

ます。 

なお、当事業年度の中間配当金は１株当たり25円(前期中間配当金１株当たり20円)とし、期末配

当金は１株当たり25円(前期末配当金１株当たり25円)を実施する予定であります。 

 

 

(４)事業等のリスク 

最近の有価証券報告書(平成20年6月23日提出)における「事業等のリスク」から速やかに伝達すべ

き新たなリスクはありませんので開示を省略いたします。 

 

 

 

２．企業集団の状況 

 

最近の有価証券報告書(平成20年6月23日提出)における「事業系統図(事業の内容)」及び「関係会

社の状況」から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

 

 

 

３．経営方針 

 

(１)会社の経営の基本方針 

当社グループは、「自由な発想と確実な技術を併せ持ち、人、モノ、情報をつないで、お客様の

価値を創造する」ことを経営ビジョンとし、業界トップクラスのソリューションプロバイダーとな

ることを経営目標としております。 

当社グループは、このビジョンのもと、これまで培ってきた幅広い業種・業務ナレッジと、それ

をベースとしたシステム構築に関する独自のアイデアを活用し、質の高いソリューションを提供す

ることを通じて、お客様の企業価値向上に貢献してまいります。また、情報産業をリードする価値

ある企業として認められるために、積極的に国内外のビジネスパートナーを求めてスキルの向上を

図り、常に自己革新に努めるとともに、社会の一員として常にＣＳＲ(企業の社会的責任)を念頭に

置き、法令の遵守、情報管理の徹底、環境保全、社会貢献活動にも真摯に取り組んでおります。  
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(２)目標とする経営指標 

当社グループは、継続的な事業拡大を通じて企業価値向上を図ることを重視し、事業領域の拡大

の観点からは「売上高の成長性」を、高収益体質の実現の観点からは「営業利益額の増大」「営業

利益率の向上」を事業運営上の重要な経営指標と捉えております。 

 

 

(３)中長期的な会社の経営戦略 

昨年の米国金融危機に端を発する世界的な景気後退が実体経済にも波及し、企業経営も急激に悪

化するなど一段と厳しさを増しました。情報サービス市場においても景気の先行きに対する不透明

感が増大する中、企業のＩＴ投資抑制や凍結・延期などの動きが幅広い業種に拡大しています。 

このような経営環境を鑑み、平成20年－22年度中期経営計画の最終年度である平成22年度の経営

目標「売上高1,500億円以上、営業利益率8％」については、当該年度実績および今後の市場動向を

考慮した計画内容へ見直しを実施中であります。計画が決まり次第、速やかに公表する予定であり

ます。 

 

①情報サービス市場における事業領域の拡大と業界地位の向上 

当社グループは、独自販売力の強化によって製造業・流通業向けを中心としたソリューションビ

ジネスを拡大するとともに、ネットワーク、セキュリティ、就業管理、文書管理などの幅広い業種

にわたるソリューションメニューを充実することによって新規顧客の獲得に努め、市場の伸びを上

回る成長を達成し、目標とする売上高、営業利益の確保を目指してまいります。 

情報サービス業界においては、納期、品質、投資対効果、法改正及び規制緩和等、お客様の高度

化・多様化するニーズに迅速かつ的確に対応する力が問われております。 

当社グループは、コアコンピタンスであるシステムエンジニア力と自社製品及びアライアンス製

品を組み合わせ、お客様の企業価値向上に貢献するソリューションの提供に努めております。また、

プロジェクト・品質管理のマネジメント体制を更に強化し、信頼性の高いソリューションの提供を

心がけております。親会社である㈱日立製作所はもとより、幅広くビジネスパートナーとの連携を

強化し、より質の高いソリューションを様々なチャネルを通じて提供することにより、情報サービ

ス市場での存在感を高め、地位の向上を図ってまいります。 

 

②新規事業・市場の開拓、新規ビジネスモデルの確立 

情報サービス業界が成熟化に向かう中で、従来型の人に依存した事業だけでは、持続的な成長を

果たすことが困難になっております。当社グループが持続的に成長を果たす為には、新しい事業・

市場の開拓、および新しいビジネスモデルの確立が不可欠であります。 

当社グループでは、社外の研究機関や大学との連携を通じた研究開発を継続して進めるほか、平

成19年度に開設した米国リエゾンオフィスを中心に、海外の情報収集や先進ベンダーの発掘を進め、

事業提携・出資を行うなど、最新技術・製品の導入に努めております。 

また、平成20年4月に新事業・新分野の事業立上げの加速化を図るため「新事業開発本部」を設立

いたしました。当該本部内に「知識事業推進センタ」を設置し、「知識ソリューションビジネス」

を展開しております。平成21年2月には㈱ＪＲ四国コミュニケーションウェア殿と連携し、SaaS形式

で「企業知活用サービス」の提供を開始いたしました。また、社員個々人が持つ多種多様な知識・

ノウハウや、社内外の様々なコンテンツを整理・統合し、知識体系の「見える化」を実現させた

「人財・知財創成システム」（社内システム）が稼動しました。このシステムにより、戦略的な集

合知の形成と共有を進め、「知識ソリューションビジネス」として今後展開してまいります。 

グローバル事業への対応におきましては、「グローバル事業推進センタ」の体制強化を図り、中

国市場を中心とした日系企業の海外事業展開の支援に対応した事業を強化してまいります。 
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(４)会社の対処すべき課題  

当社グループが上記の中長期的な経営戦略を実践し、業界トップクラスのソリューションプロバ

イダーを目指すために、当社グループが今後対処すべき主要な課題は、以下のとおりと考えており

ます。 

 

①人財の育成と確保 

当社グループにとって最大の経営資源は人財であり、少子化の進行と共に学生のＩＴ業界敬遠化

が進み、人財の確保が困難になる事が予測される中、その計画的確保・育成は喫緊の課題であると

認識しております。 

当社グループでは、ＩＴ業界への理解を促進するためのインターンシップ(SE大學)の実施や、事

業のグローバル化に備えた中国及び米国での人財採用を継続して進め、優秀な人財の確保に努めて

まいります。また、従来から取り組んでいる当社の人財育成支援システム（Human Capital 

Management System）を活用した人財育成を継続して進めてまいります。特にプロジェクトマネージ

ャの育成につきましては、業務を通じた育成に加え、社内認定制度も活用し、当社のプロジェクト

マネージャの量・質の向上に取り組むとともに、そのノウハウを協力会社に提供し、人財育成の面

でも協力することにより、双方の事業が友好的かつ効率的に継続することに努めてまいります。 

また、平成17年度より継続して取り組んでいるブランド活動を通じて、当社の経営ビジョンを体

現し、お客様の企業価値向上に貢献する人財を育成し、競争の激しい情報サービス業界をリードす

る人財ブランドを構築してまいります。 

 

②競争力向上のための企業体質強化   

先行きへの不透明感が増している情報サービス市場において厳しい競争を勝ち抜くためには、生

産性の改善やコストの削減を継続して進めることが欠くことのできない課題であります。 

当社グループでは、ＳＥの生産性を向上するため、プロジェクトを見積から構築・テストに至る

まで一元的に管理するプロジェクトマネジメント体制を強化し、システム構築の効率化とプロジェ

クトの高付加価値化を図ると共に、ソフトウェア開発基盤の共有化による効率向上を図ってまいり

ます。 

また、コスト低減を図るため、海外ソフトウェア会社を含めた協力パートナーと戦略的な関係を

構築し、効率的かつ高品質なソフトウェアの開発を推進してまいります。 

 

③販売力の強化 

当社独自のソリューションビジネス拡大のためには、販売力の強化に継続して取り組む必要があ

ると考えております。 

当社グループは、ＳＥ・営業一体となった営業展開の促進、営業部門に対する計画的な要員の増

強、営業教育の充実等により、質量共に販売体制のレベルアップを推進していきます。また、ホー

ムページを使用した製品紹介の充実、展示会への出展、自社セミナーの積極的開催、戦略的テレマ

ーケティング実施等の販売推進施策を更に強化するとともに、当社製品の販売パートナーを拡大し、

当社独自の販売ルートによる受注の拡大、利益率の向上を図ってまいります。 

また、金融業、社会インフラ分野をはじめ、製造業・流通業の大規模顧客に対しては、高い技術

力・ブランドを持つ㈱日立製作所と戦略を共有した事業展開を行い、受注の拡大を目指してまいり

ます。 
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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 634 651

　　受取手形及び売掛金 38,634 35,714

　　たな卸資産 5,590 ─

　　商品 ─ 658

　　仕掛品 ─ 4,344

　　繰延税金資産 4,699 3,675

　　預け金 9,666 9,939

　　その他 496 286

　　流動資産合計 59,722 55,271

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物 507 477

　　　工具器具及び備品 985 975

　　　リース資産 ─ 442

　　　その他 80 250

　　　有形固定資産合計 1,573 2,146

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 1,615 2,420

　　　その他 3 1

　　　無形固定資産合計 1,618 2,421

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 2,272 1,869

　　　差入敷金保証金 3,206 3,093

　　　繰延税金資産 4,565 4,932

　　　長期預け金 ─ 2,250

　　　その他 1,698 1,771

　　　貸倒引当金 △17 -

　　　投資その他の資産合計 11,725 13,915

　　固定資産合計 14,917 18,484

　資産合計 74,640 73,755
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(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 13,057 11,130

　　リース債務 ─ 192

　　未払法人税等 2,731 1,822

　　未払費用 7,980 6,497

　　プログラム補修引当金 1,368 1,248

　　受注損失引当金 1,005 765

　　その他 5,198 4,556

　　流動負債合計 31,340 26,212

　固定負債

　　リース債務 ─ 254

　　退職給付引当金 10,497 11,910

　　役員退職慰労引当金 390 191

　　その他 4 23

　　固定負債合計 10,892 12,379

　負債合計 42,233 38,592

純資産の部

　株主資本

　　資本金 4,190 4,190

　　資本剰余金 6,279 6,279

　　利益剰余金 21,675 24,655

　　自己株式 △0 △0

　　株主資本合計 32,144 35,123

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 277 41

　　繰延ヘッジ損益 △15 △2

　　評価・換算差額等合計 262 38

　純資産合計 32,407 35,162

負債純資産合計 74,640 73,755
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(2)連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日) (自 平成20年４月１日)
(至 平成20年３月31日) (至 平成21年３月31日)

売上高 131,304 126,203

売上原価 104,336 99,483

売上総利益 26,967 26,719

販売費及び一般管理費 18,260 19,419

営業利益 8,706 7,300

営業外収益

　受取利息 72 103

　受取配当金 15 30

　為替差益 ─ 0

　雑収益 12 8

　営業外収益合計 100 143

営業外費用

　支払利息 ─ 9

　棚卸資産処分損 13 ─

　固定資産処分損 237 74

　為替差損 96 ─

　雑損失 7 19

　営業外費用合計 356 103

経常利益 8,450 7,340

特別利益

　投資有価証券売却益 66 ─

　特別利益合計 66 ─

特別損失

　投資有価証券評価損 34 196

　特別損失合計 34 196

税金等調整前当期純利益 8,482 7,143

法人税、住民税及び事業税 4,175 2,103

法人税等調整額 △755 811

法人税等合計 3,419 2,914

当期純利益 5,062 4,229

- 11 -
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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 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日) (自 平成20年４月１日)
(至 平成20年３月31日) (至 平成21年３月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 4,190 4,190

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ─ ─

　　当期末残高 4,190 4,190

　資本剰余金

　　前期末残高 6,279 6,279

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ─ ─

　　当期末残高 6,279 6,279

　利益剰余金

　　前期末残高 17,738 21,675

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △1,124 △1,249

　　　当期純利益 5,062 4,229

　　　当期変動額合計 3,937 2,979

　　当期末残高 21,675 24,655

　自己株式

　　前期末残高 △0 △0

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △0 △0

　　　当期変動額合計 △0 △0

　　当期末残高 △0 △0

　株主資本合計

　　前期末残高 28,207 32,144

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △1,124 △1,249

　　　当期純利益 5,062 4,229

　　　自己株式の取得 △0 △0

　　　当期変動額合計 3,937 2,979

　　当期末残高 32,144 35,123
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(単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日) (自 平成20年４月１日)
(至 平成20年３月31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 396 277

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118 △236

　　　当期変動額合計 △118 △236

　　当期末残高 277 41

　繰延ヘッジ損益

　　前期末残高 ─ △15

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15 12

　　　当期変動額合計 △15 12

　　当期末残高 △15 △2

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 396 262

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △133 △223

　　　当期変動額合計 △133 △223

　　当期末残高 262 38

純資産合計

　前期末残高 28,603 32,407

　当期変動額

　　剰余金の配当 △1,124 △1,249

　　当期純利益 5,062 4,229

　　自己株式の取得 △0 △0

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △133 △223

　　当期変動額合計 3,803 2,755

　当期末残高 32,407 35,162
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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 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日) (自 平成20年４月１日)
(至 平成20年３月31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 8,482 7,143

　減価償却費 1,908 1,567

　貸倒引当金の増減額(△は減少) ─ △17

　退職給付引当金の増減額(△は減少) 707 1,030

　プログラム補修引当金の増減額(△は減少) 368 △119

　受注損失引当金の増減額(△は減少) △40 △239

　受取利息及び受取配当金 △87 △134

　支払利息 ─ 9

　為替差損益 95 7

　投資有価証券売却益 △66 △4

　売上債権の増減額(△は増加) △1,901 2,919

　たな卸資産の増減額(△は増加) △330 586

　仕入債務の増減額(△は減少) 1,287 △1,926

　未払消費税等の増減額(△は減少) 266 △726

　未払費用の増減額(△は減少) 106 △1,483

　その他 1,388 399

　小計 12,184 9,012

　利息及び配当金の受取額 87 134

　利息の支払額 ─ △9

　法人税等の支払額 △3,847 △3,014

　営業活動によるキャッシュ・フロー 8,424 6,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

　定期預金の払出による収入 ─ 495

　長期預け金の預入による支出 ─ △2,250

　有形固定資産の取得による支出 △761 △914

　有形固定資産の売却による収入 0 ─

　無形固定資産の取得による支出 △1,050 △1,674

　投資有価証券の取得による支出 △128 △177

　投資有価証券の売却による収入 59 13

　差入敷金保証金の預入による支出 △768 △55

　差入敷金保証金の払戻による収入 310 347

　その他の投資等の取得による支出 △14 △36

　その他の投資等の売却による収入 12 ─

　その他 0 2

　投資活動によるキャッシュ・フロー △2,341 △4,249

財務活動によるキャッシュ・フロー

　配当金の支払額 △1,124 △1,249

　ファイナンスリース債務の返済 ─ △133

　自己株式の取得による支出 △0 △0

　財務活動によるキャッシュ・フロー △1,125 △1,383

現金及び現金同等物に係る換算差額 △89 △5

現金及び現金同等物の増減額 4,868 484

現金及び現金同等物の期首残高 4,937 9,805

現金及び現金同等物の期末残高 9,805 10,290

- 14 - 
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(5)継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

 

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１．連結の範囲に関する事項 
連結子会社の数 １社 
連結子会社の名称  ㈱日立システムバリュー 

 
２．持分法の適用に関する事項 

持分法適用の関連会社の数  －社 
持分法非適用の関連会社の数 ２社 
持分法非適用の関連会社の名称 沖縄日立ネットワークシステムズ㈱、東京ソフトウェア㈱ 

 (持分法を適用しない理由) 

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度末日は、連結決算日と一致しております。 

 
４．会計処理基準に関する事項 

(1)重要な資産の評価基準および評価方法 
①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの‥‥‥連結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)  

時価のないもの‥‥‥移動平均法による原価法 

②デリバティブ ‥‥‥‥‥時価法 

③たな卸資産 

商   品 ‥‥‥‥移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) 

仕 掛 品 ‥‥‥‥個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) 
(会計方針の変更) 
「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)を当連

結会計年度から適用し、商品は移動平均法による低価法から、移動平均法による原価法(収益性

の低下による簿価切下げの方法)、仕掛品は個別法による原価法から、個別法による原価法(収

益性の低下による簿価切下げの方法)にそれぞれ変更しております。 

なお、従来の方法によった場合に比べて、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。 

 

(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(リース資産除く) 

……定率法 

但し、平成10年４月１日以降取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法によ

っております。 

②無形固定資産(リース資産除く) 

……定額法 

なお、ソフトウェアについては以下のとおりとしております。 

自社利用目的…社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法 

市場販売目的…見込販売収益に基づく償却額または見込有効期間(３年)に基づく均等配

分額のいずれか大きい額を償却額とする方法 
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③リース資産 

‥‥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 

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)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る計算額を計上し、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

②プログラム補修引当金 

プログラムの無償補修費用の支出に備えるため、過去の実績に基づく将来発生見込額を計上してお

ります。 

③受注損失引当金 

システムソリューションの請負等に係る受注案件のうち、連結会計年度末時点で将来に損失が発生

する可能性が高いと見込まれ、かつ当該損失額を合理的に見積ることが可能なものについては、受

注損失に備えるため、将来の損失見積額を計上しております。 

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

に基づき計上しております。 

数理計算上の差異については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(10

～15 年)による定額法により按分した額を発生の翌連結会計年度より費用処理しております。  

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(15 年)による定額法に

より費用処理しております。 

⑤役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。 

(追加情報) 

平成 20年 3月 31日開催の報酬委員会において、平成 20年度に係る報酬から、取締役及び執行役の

報酬体系を見直し、退職慰労金を廃止することを決定しております。 

これにより、当連結会計年度は、役員退職慰労引当金の繰入を行っておらず、当連結会計年度末日

における役員退職慰労引当金残高は、平成 20年 4月 1日以前に就任し同日において引き続き歴任し

ている取締役及び執行役に対する支給予定額であります。 

 
(4)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

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。 

 
(5)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…通貨オプション 

ヘッジ対象…外貨建金銭債務 

③ヘッジ方針 

外貨建金銭債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保のため、予定取引の範囲内でヘ

ッジを行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累

計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。 
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(6)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。 

 

 

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方法は、全面時価評価法によっております。 

 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 
のれんの償却については、20年以内で償却を行なっております。但し、重要性がないものについては、発

生年度に全額償却しております。 

 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資からなっております。 

 

 

 

 

(7)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 

 
(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。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて、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。  

 なお、リース取引会計基準の改正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、

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。 
 

(退職給付に係る会計基準) 
「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早期に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。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて、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。 

  
 

 

 

表示方法の変更 
 

(連結貸借対照表関係) 
財務諸表等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「商品」「仕掛品」

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」に含まれております「商品」及び「仕掛品」は、それぞれ 1,192

百万円、4,398 百万円であります。 
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注記事項 
 

(連結貸借対照表関係) 
 

１．有形固定資産減価償却累計額 

２．非連結子会社及び関連会社に対するもの 

投資有価証券(株式) 

 

 

(当連結会計年度) 

2,686 百万円 

 

45 百万円 

 

 

(前連結会計年度) 

2,435 百万円 

 

45 百万円 

 

 

(連結損益計算書関係) 
 

１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

給与諸手当 

退職給付費用 

プログラム補修引当金繰入額 

役員退職慰労引当金繰入額 

営業技術費 

２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

なお、全額一般管理費に計上しております。 

 

 

(当連結会計年度) 

 

3,250 百万円 

408 百万円 

464 百万円 

－百万円 

4,682 百万円 

1,036 百万円 

 

 

 

(前連結会計年度) 

 

3,276 百万円 

401 百万円 

1,170 百万円 

139 百万円 

3,999 百万円 

744 百万円 

 

 

(連結株主資本等変動計算書関係) 
 

 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．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 25,000,000 － － 25,000,000 

 

 

  ２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 79 99 － 178 

（注）普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加であります。 

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5月 22日 

取締役会 
普通株式 624 25.00 平成20年3月31日 平成20年5月27日 

平成20年10月 29日 

取締役会 
普通株式 624 25.00 平成20年9月30日 平成20年11月28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 配当の原資 
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21年5月22日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 624 25.00 平成21年3月31日 平成21年5月26日 
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 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．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 25,000,000 － － 25,000,000 

 

 

  ２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 30 49 － 79  

  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5月21日 

取締役会 
普通株式 624 25.00 平成19年3月31日 平成19年5月28日 

平成19年10月25日 

取締役会 
普通株式 499 20.00 平成19年9月30日 平成19年11月29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 配当の原資 
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5月22日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 624 25.00 平成20年3月31日 平成20年5月27日 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

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 

現金及び預金 

預け金 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 

 

(当連結会計年度) 

 

 

651 百万円 

9,939 百万円 

△300 百万円 

 

(前連結会計年度) 

 

 

634 百万円 

9,666 百万円 

△495 百万円 

現金及び現金同等物 

 
10,290百万円 

 

9,805 百万円 
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セグメント情報 
 

１．事業の種類別セグメント情報 

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)及び 

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) 

当社グループは、システムインテグレーション及びシステムサービス、ソフトウェア開発、ソフトウェ

アパッケージ及び情報処理機器の販売等を行っており、情報サービス単一事業のため、事業の種類別セ

グメント情報を記載しておりません。 

 

２．所在地別セグメント情報 

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)及び 

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) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別セグメント情報を記載

しておりません。 

 

３．海外売上高 

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

当連結会計年度(自 平成 20年４月１日 至 平成 21年３月 31日) 

海外売上高が連結売上高の 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。 

 

 
 
 
 
 
リース取引関係 

 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。 
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関連当事者情報 

 

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) 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準第 11 号 平成 18 年 10 月 17 日)及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 13号平成 18 年 10 月 17 日)を

適用しております。 

 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 (1)連結財務諸表提出会社の親会社等 

属性 
会社等 

の名称 
所在地 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等 

の被所有 

割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

親会社 
㈱ 

日立製作所 

東京都 

千代田区 
282,033

電気機械 

器具の製造 

・販売 

 直接51.2%

 

 間接   － 

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

及びｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽの

受託開発等 

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

及びｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ

の受託開発等 

66,057 

受取手

形及び 

売掛金 

21,982

     
情報処理機器等

の仕入 

情報処理機器等

の仕入 
6,152 買掛金 1,517

     預入・払出 2,662 

     

日立グループ・プ

ーリング制度に

よる資金取引 
受取利息 73 

預け金 

長期預け

金 

9,677

2,250

(注)１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)システムインテグレーション及びシステムサービスの受託開発の販売等については、当社の作成した

見積価格を基に交渉により決定しております。 

(2)情報処理機器等の仕入については、個別物件ごとに協議の上、決定しております。 

(3)資金の取引については、市場金利を勘案の上、決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。 

 

 (2)連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等 

の所有 

割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

同一の親

会社をも

つ会社 

日立電子サ

ービス㈱ 

神奈川県

横浜市戸

塚区 

5,000

統合サポー

トサービス

事業 

直接 － 

 

間接 － 

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

及びｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽの

開発等 

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

及びｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ

の開発等 

2,335 

受取手

形及び 

売掛金 

873

 

日立オムロ

ンターミナ

ルソリュー

ションズ㈱ 

東京都 

品川区 
8,500

ATM 等の情報

機器他の企

画、開発、設

計、製造、販

売、サービス

直接 － 

 

間接 － 

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

及びｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽの

開発等 

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

及びｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ

の開発等 

1,195 

受取手

形及び 

売掛金 

808

(注)１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)システムインテグレーション及びシステムサービスの開発の販売等については、当社の作成した見積

価格を基に交渉により決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。 
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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．親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等 

の被所有 

割合 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

親会社 
㈱ 

日立製作所 

東京都 

千代田区 
282,033

電気機械 

器具の製造 

・販売 

 直接51.2%

 

 間接   － 

兼任 

１人 

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰ

ｼｮﾝ及びｼｽﾃﾑ

ｻｰﾋﾞｽの受託

開発等 

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚ

ｰｼｮﾝ及びｼｽ

ﾃﾑｻｰﾋﾞｽの

受託開発等 

72,391

受取手

形及び 

売掛金 

25,296

      
情報処理機

器等の仕入 

情報処理機

器等の仕入 
5,762買掛金 1,800

      預入・払出 4,880
 

預け金 
9,191

      

日立グルー

プ・プーリン

グ制度によ

る資金取引 受取利息 52 

(注)１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)システムインテグレーション及びシステムサービスの受託開発の販売等については、当社の作成した

見積価格を基に交渉により決定しております。 

(2)情報処理機器等の仕入については、個別物件ごとに協議の上、決定しております。 

(3)資金の取引については、市場金利を勘案の上、決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。 

 

２．兄弟会社等 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 
住所 

資本金又 

は出資金 

(百万円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等 

の所有 

割合 役員の 

兼任等 

事業上 

の関係 

取引の内容 
取引金額 

(百万円) 
科目 

期末残高 

(百万円) 

親会社の

子会社 

日立電子サー

ビス㈱ 

神奈川県

横浜市戸

塚区 

5,000

統合サポー

トサービス

事業 

直接 － 

 

間接 － 

－ 

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰ

ｼｮﾝ及びｼｽﾃﾑ

ｻｰﾋﾞｽの開発

等 

ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚ

ｰｼｮﾝ及びｼｽ

ﾃﾑｻｰﾋﾞｽの

開発等 

5,094 

受取手

形及び 

売掛金 

1,332

    

 

 

 

 

 

ハードウェ

ア等の保守

委託他 

 

ハードウェ

ア等の保守

委託他 

3,630 買掛金 796

(注)１．取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1)システムインテグレーション及びシステムサービスの開発の販売等については、当社の作成した見積

価格を基に交渉により決定しております。 

(2)ハードウェア等の保守委託については、個別物件ごとに協議の上、決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。 
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税効果会計関係 
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳 

(繰延税金資産) 

退職給付引当金 

未払賞与 

プログラム補修引当金 

未払費用 

受注損失引当金 

棚卸資産評価減 

その他  

(当連結会計年度) 

5,139 百万円 

1,886 百万円 

511 百万円 

367 百万円 

313 百万円 

14 百万円 

1,313 百万円 

(前連結会計年度) 

4,626 百万円 

1,982 百万円 

556 百万円 

717 百万円 

408 百万円 

263 百万円 

1,865 百万円 

   小計 

評価性引当額 

9,546 百万円 

△246 百万円 

10,421百万円 

△391 百万円 

   合計 9,300 百万円 10,029百万円 

(繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 

プログラム等準備金 

前払年金費用 

 

28 百万円 

36 百万円 

627 百万円 

 

190 百万円 

71 百万円 

501 百万円 

   合計 

 

 

繰延税金資産の純額 

うち、「流動資産」計上額 

うち、「投資その他の資産」計上額 

692 百万円 

 

 

8,607 百万円 

3,675 百万円 

4,932 百万円 

764 百万円 

 

 

9,265 百万円 

4,699 百万円 

4,565 百万円 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

(当連結会計年度) 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 

 

(前連結会計年度) 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である

ため注記を省略しております。 
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有価証券関係 
 

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．その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月 31日)                (単位：百万円) 

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

連結貸借対照表計上額が取得 

原価を超えるもの 
   

   ①株式 94 373 279 

   ②債券 － － － 

   ③その他 － － － 

小計 94 373 279 

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 64 49 △14 

   ②債券 1,000 838 △161 

   ③その他 － － － 

小計 1,064 888 △176 

合計 1,159 1,261 102 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成 21年３月 31日) 

その他有価証券 

 非上場株式    562 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) 

１．その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月 31日)                (単位：百万円) 

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

連結貸借対照表計上額が取得 

原価を超えるもの 
   

   ①株式 114 666 551 

   ②債券 － － － 

   ③その他 － － － 

小計 114 666 551 

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 55 40 △14 

   ②債券 1,000 954 △45 

   ③その他 － － － 

小計 1,055 994 △60 

合計 1,170 1,661 491 

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成 19年４月１日 至 平成 20年３月31日) 

                              (単位：百万円) 
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

66 66 ― 

 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成 20年３月 31日) 

その他有価証券 

 非上場株式    565 百万円 
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デリバティブ取引関係 

 

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

 

 

 

退職給付関係 
 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けております。

また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 (当連結会計年度) (前連結会計年度) 

①退職給付債務 

②年金資産  

△33,912 百万円 

11,607百万円 

△28,698 百万円 

13,116百万円 

③未積立退職給付債務 (①＋②) 

④会計基準変更時差異の未処理額 

⑤未認識数理計算上の差異 

⑥未認識過去勤務債務 

△22,304 百万円 

2百万円 

12,859百万円 

△842 百万円 

△15,582 百万円 

5百万円 

7,241 百万円 

△919 百万円 

⑦連結貸借対照表計上額純額(③＋④＋⑤＋⑥) 

⑧前払年金費用 

△10,284 百万円 

1,626 百万円 

△9,253 百万円 

1,243 百万円 

⑨退職給付引当金(⑦－⑧) 

 

△11,910 百万円 

 

△10,497 百万円 

 

 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 (当連結会計年度) (前連結会計年度) 

①勤務費用 

②利息費用 

③期待運用収益 

④会計基準変更時差異の費用処理額 

⑤数理計算上の差異の費用処理額 

⑥過去勤務債務の費用処理額 

1,831 百万円 

717 百万円 

△368 百万円 

2百万円 

643 百万円 

△76百万円 

1,770 百万円 

678 百万円 

△377 百万円 

2百万円 

523 百万円 

△76百万円 

⑦退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 2,750 百万円 2,520 百万円 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 (当連結会計年度) (前連結会計年度) 

①退職給付見込額の期間配分方法 

②割引率 

③期待運用収益率 

④過去勤務債務の額の費用処理年数 

期間定額基準 

1.90％ 

3.00％ 

15 年 

期間定額基準 

2.50％ 

3.00％ 

15 年 

⑤数理計算上の差異の処理年数 

 

 

 

 

 

 

10～15年 

（各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数による定

額法により按分した額を発生

の翌連結会計年度より費用処

理しております。） 

10～15年 

（各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数による定

額法により按分した額を発生

の翌連結会計年度より費用処

理しております。） 

⑥会計基準変更時差異の処理年数 5～10年 5～10 年 
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１株当たり情報 

 

項目 
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) 

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株当たり純資産額 1,406円52銭 1,296円30銭 

１株当たり当期純利益金額 169円17銭 202円49銭 

 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、潜在株式

の発行がないため記載しておりませ

ん。 

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、潜在株式

の発行がないため記載しておりませ

ん。 

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

項目 
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) 

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) 

当期純利益 4,229百万円 5,062百万円 

普通株主に帰属しない金額 －百万円 －百万円 

普通株式に係る当期純利益 4,229百万円 5,062百万円 

普通株式の期中平均株式数 24,999,836株 24,999,928株 

 
 ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

純資産の部の合計額 35,162百万円 32,407百万円 

純資産の部の合計額から控除する金額 －百万円 －百万円 

普通株式に係る期末の純資産額 35,162百万円 32,407百万円 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
            普通株式の数 

24,999,822株 24,999,921株 

 
 
重要な後発事象 

 

(当連結会計年度) 

該当事項はありません。 

 

(前連結会計年度) 

該当事項はありません。 
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５．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 632 644

　　受取手形 160 114

　　売掛金 38,230 35,291

　　商品 1,189 656

　　仕掛品 4,460 4,375

　　前払費用 4 2

　　繰延税金資産 4,417 3,412

　　預け金 9,191 9,677

　　その他 543 235

　　流動資産合計 58,828 54,411

　固定資産

　　有形固定資産

　　　賃貸営業資産 53 65

　　　建物 466 430

　　　工具器具及び備品 965 953

　　　リース資産 ─ 442

　　　建設仮勘定 27 184

　　　有形固定資産合計 1,513 2,077

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 1,422 1,837

　　　施設利用権 1 1

　　　商標権 0 0

　　　ソフトウェア仮勘定 170 561

　　　無形固定資産合計 1,595 2,401

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 2,214 1,811

　　　関係会社株式 339 339

　　　従業員長期貸付金 6 3

　　　長期前払費用 44 29

　　　差入敷金保証金 3,115 3,092

　　　繰延税金資産 4,453 4,845

　　　長期預け金 ─ 2,250

　　　前払年金費用 1,232 1,530

　　　その他 402 110

　　　貸倒引当金 △17 ─

　　　投資その他の資産合計 11,791 14,013

　　固定資産合計 14,899 18,491

　資産合計 73,728 72,902
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(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 14,495 12,425

　　リース債務 ─ 192

　　未払金 873 777

　　未払法人税等 2,483 1,765

　　未払費用 7,377 5,860

　　前受金 2,716 3,344

　　預り金 192 206

　　プログラム補修引当金 1,368 1,248

　　受注損失引当金 1,005 765

　　その他 1,263 58

　　流動負債合計 31,775 26,644

　固定負債

　　リース債務 ─ 254

　　退職給付引当金 10,274 11,646

　　役員退職慰労引当金 335 186

　　その他 4 23

　　固定負債合計 10,614 12,110

　負債合計 42,390 38,755

純資産の部

　株主資本

　　資本金 4,190 4,190

　　資本剰余金

　　　資本準備金 6,279 6,279

　　　資本剰余金合計 6,279 6,279

　　利益剰余金

　　　利益準備金 250 250

　　　その他利益剰余金

　　　　プログラム等準備金 104 53

　　　　別途積立金 12,000 15,800

　　　　繰越利益剰余金 8,251 7,536

　　　利益剰余金合計 20,606 23,639

　　自己株式 △0 △0

　　株主資本合計 31,075 34,108

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 277 41

　　繰延ヘッジ損益 △15 △2

　　評価・換算差額等合計 262 38

　純資産合計 31,338 34,147

負債純資産合計 73,728 72,902
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(2)損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度

(自 平成19年４月１ 日) (自 平成20年４月１ 日)
(至 平成20年３月31日) (至 平成21年３月31日)

売上高 130,378 124,666

売上原価 105,128 99,637

売上総利益 25,249 25,029

販売費及び一般管理費 17,185 17,998

営業利益 8,063 7,030

営業外収益

　受取利息 69 99

　受取配当金 116 213

　為替差益 ─ 0

　雑収益 12 8

　営業外収益合計 197 322

営業外費用

　支払利息 ─ 9

　棚卸資産処分損 13 ─

　固定資産処分損 237 40

　為替差損 96 ─

　雑損失 6 17

　営業外費用合計 355 67

経常利益 7,905 7,285

特別利益

　投資有価証券売却益 66 ─

　特別利益合計 66 ─

特別損失

　投資有価証券評価損 34 196

　特別損失合計 34 196

税引前当期純利益 7,937 7,088

法人税、住民税及び事業税 3,841 2,038

法人税等調整額 △683 766

法人税等合計 3,158 2,805

当期純利益 4,779 4,282
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(3)株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度
(自 平成19年４月１日) (自 平成20年４月１日)
(至 平成20年３月31日) (至 平成21年３月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 4,190 4,190

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ─ ─

　　当期末残高 4,190 4,190

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高 6,279 6,279

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ─ ─

　　　当期末残高 6,279 6,279

　　資本剰余金合計

　　　前期末残高 6,279 6,279

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ─ ─

　　　当期末残高 6,279 6,279

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 250 250

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ─ ─

　　　当期末残高 250 250

　　その他利益剰余金

　　　プログラム等準備金

　　　　前期末残高 173 104

　　　　当期変動額

　　　　　プログラム等準備金の取崩 △68 △51

　　　　　当期変動額合計 △68 △51

　　　　当期末残高 104 53

　　　別途積立金

　　　　前期末残高 10,000 12,000

　　　　当期変動額

　　　　　別途積立金の積立 2,000 3,800

　　　　　当期変動額合計 2,000 3,800

　　　　当期末残高 12,000 15,800

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 6,529 8,251

　　　　当期変動額

　　　　　プログラム等準備金の取崩 68 51

　　　　　別途積立金の積立 △2,000 △3,800

　　　　　剰余金の配当 △1,124 △1,249

　　　　　当期純利益 4,779 4,282

　　　　　当期変動額合計 1,722 △715

　　　　当期末残高 8,251 7,536

- 30 -



㈱日立システムアンドサービス(3735)平成21年3月期決算短信

(単位：百万円)

前事業年度 当事業年度
(自 平成19年４月１日) (自 平成20年４月１日)
(至 平成20年３月31日) (至 平成21年３月31日)

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 16,952 20,606

　　　当期変動額

　　　　プログラム等準備金の取崩 ─ ─

　　　　別途積立金の積立 ─ ─

　　　　剰余金の配当 △1,124 △1,249

　　　　当期純利益 4,779 4,282

　　　　当期変動額合計 3,654 3,032

　　　当期末残高 20,606 23,639

　自己株式

　　前期末残高 △0 △0

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △0 △0

　　　当期変動額合計 △0 △0

　　当期末残高 △0 △0

　株主資本合計

　　前期末残高 27,421 31,075

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △1,124 △1,249

　　　当期純利益 4,779 4,282

　　　自己株式の取得 △0 △0

　　　当期変動額合計 3,654 3,032

　　当期末残高 31,075 34,108

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 396 277

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △118 △236

　　　当期変動額合計 △118 △236

　　当期末残高 277 41

　繰延ヘッジ損益

　　前期末残高 ─ △15

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15 12

　　　当期変動額合計 △15 12

　　当期末残高 △15 △2

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 396 262

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △133 △223

　　　当期変動額合計 △133 △223

　　当期末残高 262 38

純資産合計

　前期末残高 27,817 31,338

　当期変動額

　　剰余金の配当 △1,124 △1,249

　　当期純利益 4,779 4,282

　　自己株式の取得 △0 △0

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △133 △223

　　当期変動額合計 3,520 2,808

　当期末残高 31,338 34,147
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― 32 ― 

(4)継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 
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６．生産、受注及び販売の状況 
 
 
１．生産実績 
                                             (単位：百万円) 

 当連結会計年度 前連結会計年度 対前年同期 

 
自 平成 20 年 4月 １日 

至 平成 21 年 3月 31日 

自 平成 19 年 4月 １日 

至 平成 20 年 3月 31日 
比較増減 

システムインテグレーション及び 

システムサービス事業 
99,445 103,946 △4,501 

(注)システムインテグレーション及びシステムサービス事業のみ該当します。 

 
２．受注状況 
(1)受注高                                        (単位：百万円) 

 当連結会計年度 前連結会計年度 対前年同期 

 
自 平成 20 年 4月 １日 

至 平成 21 年 3月 31日 

自 平成 19 年 4月 １日 

至 平成 20 年 3月 31日 

比較増減 

システムインテグレーション及び 

システムサービス事業 
99,313 103,894 △4,580 

ソフトウェアパッケージ事業 8,314 8,678 △364 

情報処理機器販売事業 18,931 18,295 635 

合計 126,559 130,869 △4,309 

 
(2)受注残高                                       (単位：百万円) 

 当連結会計年度 前連結会計年度 対前年同期 

 
平成 21 年 3 月 31日 

 

平成 20 年 3 月 31日 比較増減 

システムインテグレーション及び 

システムサービス事業 
9,946 10,498 △552 

ソフトウェアパッケージ事業 1,043 840 203 

情報処理機器販売事業 5,720 5,015 705 

合計 16,710 16,354 356 

 
３．販売実績 
                                             (単位：百万円) 

 当連結会計年度 前連結会計年度 対前年同期 

 
自 平成 20 年 4月 １日 

至 平成 21 年 3月 31日 

自 平成 19 年 4月 １日 

至 平成 20 年 3月 31日 
比較増減 

システムインテグレーション及び 

システムサービス事業 
99,866 104,726 △4,860 

ソフトウェアパッケージ事業 8,111 8,603 △492 

情報処理機器販売事業 18,226 17,974 251 

合計 126,203 131,304 △5,100 

 




