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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 37,211 △13.7 2,197 8.3 2,039 10.3 1,069 △8.6

20年3月期 43,129 5.8 2,029 14.3 1,849 18.2 1,169 8.3

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 31.13 31.12 9.3 6.9 5.9
20年3月期 36.53 36.19 11.1 6.0 4.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △77百万円 20年3月期  8百万円

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 28,088 12,667 42.2 353.59
20年3月期 31,041 11,875 36.0 325.36

（参考） 自己資本   21年3月期  11,866百万円 20年3月期  11,155百万円

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 3,522 40 △2,883 5,592
20年3月期 2,567 △62 △1,428 4,912

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 ― ― ― 7.00 7.00 240 19.2 2.2
21年3月期 ― 3.00 ― 5.00 8.00 271 25.7 2.4

22年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 5.00 8.00 22.9

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

14,500 △23.1 540 △49.0 535 △45.3 300 △64.2 8.94

通期 30,900 △17.0 1,500 △31.7 1,480 △27.4 1,170 9.4 34.86
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注)詳細は、21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」、25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
ご覧下さい。 

(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、41ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 34,570,051株 20年3月期 34,367,051株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,009,935株 20年3月期  79,739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 32,927 △15.7 1,781 6.1 1,741 14.6 835 △22.2

20年3月期 39,079 6.0 1,679 14.9 1,519 18.7 1,073 61.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 24.33 24.32
20年3月期 33.54 33.23

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 25,131 10,809 43.0 322.10
20年3月期 28,603 10,332 36.1 301.35

（参考） 自己資本 21年3月期  10,809百万円 20年3月期  10,332百万円

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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は、今後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、業績予想に関する事項は、添付資料6ページ「次期の見通し」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

12,600 △24.7 460 △46.7 460 △43.6 280 △65.0 8.34

通期 27,000 △18.0 1,300 △27.0 1,300 △25.3 1,120 34.0 33.37
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①当期の経営成績 

当期におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界同時不況と、それに起因する輸出の急減、さら

には円高の進行等から輸出依存型産業を中心に企業業績は急速に悪化し、国内経済は未曽有の不況に直面しまし

た。 

当社が属するＩＴ（情報技術）サービス産業においても、年度前半はユーザー企業のＩＴ投資は総じて底堅く

推移しておりましたが、年度後半に入り、米国大手証券会社の経営破綻等も加わり、企業業績の悪化や株価の大

幅下落等の影響からＩＴ投資を絞り込む企業が増加し、ＩＴ市場は極めて厳しい環境で推移しました。 

  

このような環境の中で、当社グループは、当社が強みをもつ、システム開発事業及びアウトソーシングサービ

ス事業（システム運用・保守やヘルプデスクを行っている事業）のＩＴサービスを中心とした既存事業を強化し

て、足元の業績を固めるとともに、一方で将来の成長のための先行投資についても積極的に推進しました。 

当期において取り組んだ具体的な推進策は、下記のとおりであります。 

  

第一に足元の業績を固めるため、既存事業の強化・拡大に注力しました。 

当社が強みを持つ分野であり、かつ、顧客先常駐型の継続ビジネスが中心でIT投資削減の影響を比較的受けにく

いシステム開発やアウトソーシングサービスを中心とした既存事業の強化・拡大に注力しました。 

まず、システム開発においては、外注要員から若手プロパー社員への切り替えにより内製率を高めたことや、

大手システムインテグレーターとの協業により、保険・共済の大口プロジェクトが受注できたこと、さらには、

これらプロジェクトを中心にプロジェクト管理の徹底やオフショアの活用によって、利益率が改善されたこと等

により、システム開発においては、サブプライム問題等による受注の減少を補い、前期比で売上高４.０％増、

営業利益９.９％増と堅調に推移しました。 

二つ目に、アウトソーシングサービス事業においては、当社の価格競争力を生かして他社からの切り替え運動

を推進しておりますが、メガバンクのシステム運用業務の一部を価格の高い大手システムインテグレーターから

の切り替えに成功するなど、成果に結びつつあります。 

三つ目は、優良既存顧客の顧客満足度を高めるため、徹底した社員教育を実施しました。 

当期より、採用・教育・人事制度を主たる業務とする人事部を格上げして「人財戦略本部」とし、その中にヒュ

ーマンスキル（企業理念・社員心得に基づく人材力）、テクニカルスキルの両面からの社員教育を担当する「カ

テナアカデミー」を設置し、人材の育成に取り組んでまいりました。 

四つ目は、顧客ニーズが高度化・多様化しており、納期や品質、投資対効果の明確化等に加え、情報セキュリ

ティや内部統制への対応などが求められております。そこで、当社グループでは、お客様の信頼を得るため、企

業の情報セキュリティの強化および内部統制システムの整備を経営の 重要課題として位置づけ、ISO/IEC27001

やプライバシーマークの認証を取得し、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を中心に各認証に則った

管理を行うことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図りました。 

  

第二に、既存事業の強化・拡大を図る一方で、将来の成長のための投資についても積極的に推進しました。 

一つ目は、新規事業への取り組みを強化しました。前期より新規事業として立上げた「サーバー基盤構築ビジ

ネス」は、まだ先行投資の段階ではありますが、当期において数社からの受注を獲得でき、順調に拡大しつつあ

ります。 

 また、平成21年4月23日公表のとおり、筆頭株主であるシステムプロ社と共同で「クラウドソリューション」

サービス事業に新規参入いたします。 

二つ目は、当社グループにおいて人材が 大の経営資源であり、人材力が企業の競争力に直結することから、

前述のとおり、人材の育成に全社をあげて取り組んでおります。人材の育成に必要な教育研修費などのコスト

は、将来の成長のための投資と位置づけております。 

  

後に、経営の重要課題の一つであります「財務体質の強化」につきましては、当期においても有利子負債の

圧縮を積極的に進め、前期末に9,885百万円であった有利子負債の額は、当期末には7,630百万円と、2,255百万

円（22.8%）圧縮することができました。また、これにより、当期末の自己資本比率は42.2%となり、前期末の

36.0%から6.2ポイント向上するなど財務は大幅に改善しました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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以上のように経営改善を行い、事業の発展に向けて努力いたしました結果、当期の業績は、次のとおりとなり

ました。 

  

まず、当期の売上高は37,211百万円となり、前期に比べ5,918百万円（13.7%）の減少となりました。 

売上高の減少要因は、システム商品販売事業（法人顧客にパソコン・サーバー等のシステム商品を販売する事

業）において、利益重視、キャッシュ・フロー重視の観点から利益の取りにくい商品の販売を意図的に減少させ

たことや主要顧客である大手製造業の設備投資抑制の影響を受けたこと。また、システムインテグレーション事

業（システム構築およびそれに関わる機器等の販売を行っている事業）において、外資系企業の設備投資抑制の

影響を受けたこと等によるものであります。 

なお、中核事業のシステム開発事業は、前期比445百万円（4.0%）の増加、また、同じく中核事業のアウトソー

シングサービス事業（システムの運用・保守やヘルプデスクを行っている事業）についても同336百万円

（6.8%）の増加となりました。 

  

次に、営業利益は、2,197百万円となり、前期に比べ167百万円（8.3%）の増加となりました。 

営業利益の主な増加要因は、システム開発事業において、前期からの人材の確保が順調に進んだことにより要員

の充足ができたこと、および、一括受注案件において、プロジェクト管理の徹底・強化により生産性が大幅に向

上したこと、並びに、中国オフショアの活用によりコストダウンが図られたこと等により、同事業の営業利益が

前期に比べ157百万円（9.9%）増加したことによるものであります。 

  

経常利益は2,039百万円となり、前期に比べ189百万円（10.3%）の増加となりました。 

経常利益の主な増加要因は、持分法適用関連会社のカテナレンタルシステム株式会社が資産を評価減したことに

伴い、77百万円の持分法投資損失（前期は8百万円の利益）を計上したものの、上記のとおり、営業利益が増加

したこと、並びに、有利子負債を前期に比べ2,255百万円（22.8%）削減したことにより、支払利息が77百万円

（32.1%）減少したこと等であります。 

  

当期純利益は1,069百万円となり、前期に比べ100百万円（8.6%）の減少となりました。 

 当期純利益の主な減少要因は、当社が保有する「その他有価証券」に区分される保有有価証券のうち、時価が

著しく下落し、その回復が認められないものについて、減損処理による投資有価証券評価損を特別損失（減損損

失）として935百万円計上したこと等であります。 

  

  

②事業の種類別セグメントの業績の状況 

[システム開発事業] 

 ソフトウェアの開発を行っている当事業の売上高は、当社グループの主要顧客である銀行・生損保のサブプラ

イムローン問題に起因したＩＴ投資縮小の影響を受けたものの、オープン系一括受託案件の受注が順調であった

ことから、売上高は11,577百万円（前期比4.0%増）となりました。 

 利益面では、売上高の増加による利益の増加に加え、徹底したプロジェクト管理により、生産性の向上を図っ

たこと等から、営業利益は1,736百万円（前期比9.9%増）となりました。 

 当事業の当社および連結子会社、並びに連結の業績は以下のとおりであります。 

 
  

(単位：百万円)

会社名
売上高 営業利益

前期 当期 増減(率) 前期 当期 増減(率)

 カテナ㈱ 8,315 8,743 428
(5.2%) 1,330 1,471 141

(10.6%)

 アドバンスト・アプリケーション㈱ 2,781 2,905 124
(4.5%) 245 266 20

(8.6%)

 ㈱エス・ラボ 147 27 △119
(△81.4%) 3 △1 △5

(－)

 連  結 11,131 11,577 445
(4.0%) 1,579 1,736 157

(9.9%)
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[アウトソーシングサービス事業] 

 システムの運用・保守やヘルプデスクを行っている当事業の売上高は、年度後半の米国大手証券会社の経営破

綻以降、市場環境が急速に厳しくなったものの、年度前半においては企業のアウトソーシング化の需要が旺盛で

あったこと等から，売上高は5,289百万円（前期比6.8%増）となりました。 

 利益面では、売上高の増加による利益の増加があったものの、市場環境の悪化から不稼働要員が増加したこと

や、顧客からの単価ダウン要請の影響等により、営業利益は802百万円（前期比4.7%減）となりました。 

 当事業の当社および連結子会社、並びに連結の業績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事業] 

 システム構築およびそれに関わる機器等の販売を行っている当事業は、年度後半の米国大手証券会社の経営破

綻以降、外資系企業のＩＴ投資の抑制が急激に進んだ影響を受け、売上高は5,340百万円（前期比16.5%減）とな

りました。 

 利益面では、売上減に伴う利益の減少があったものの、前期に事業を売却し同事業から撤退した防災システム

事業のリストラ利益等により、営業利益は194百万円（前期比198.0%増）となりました。 

 当事業は、当社本体のみの事業であります。 

 
  

[システム商品販売事業] 

 法人顧客等にパソコン・サーバー等のシステム商品を販売する当事業は、利益の取りにくいＰＣ販売から、高

付加価値商品のサーバー・ワークステーション販売へ注力したことによる売上高の減少に加え、大手製造業を中

心とした、業績悪化によるＩＴ投資縮小の影響を受け、売上高は15,059百万円（前期比27.0%減）となりまし

た。 

 利益面では、利益率の高いサーバー・ワークステーション販売へ注力したことによる利益の増加があったもの

の、上記売上減に伴う利益の減少をカバーできなかったことから、営業利益は473百万円（前期比8.9%減）とな

りました。 

 当事業は当社本体のみの事業であります。 

 
  

なお、上記各事業の売上高は、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて表示しております。 

  

(単位：百万円)

会社名
売上高 営業利益

前期 当期 増減(率) 前期 当期 増減(率)

 カテナ㈱ 3,638 3,783 144
(4.0%) 748 672 △75

(△10.2%)

 東京都ビジネスサービス㈱ 1,352 1,510 157
(11.7%) 93 130 36

(39.2%)

 連  結 4,952 5,289 336
(6.8%) 842 802 △39

(△4.7%)

(単位：百万円)

会社名
売上高 営業利益

前期 当期 増減(率) 前期 当期 増減(率)

 カテナ㈱ 6,397 5,340 △1,056
(△16.5%) 65 194 129

(198.0%)

 連  結 6,397 5,340 △1,056
(△16.5%) 65 194 129

(198.0%)

(単位：百万円)

会社名
売上高 営業利益

前期 当期 増減(率) 前期 当期 増減(率)

 カテナ㈱ 20,640 15,059 △5,581
(△27.0%) 519 473 △46

(△8.9%)

 連  結 20,640 15,059 △5,581
(△27.0%) 519 473 △46

(△8.9%)
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③次期の見通し 

 
  

 
  

当社グループが属するＩＴ（情報技術）サービス産業市場においては、次期においても、厳しい経済環境から

ユーザー企業のＩＴ投資は引続き抑制基調で推移するものと思われますが、当社の主要顧客である金融機関のシ

ステム開発需要は潜在的には旺盛で、当期において凍結・先送りされた案件も、徐々に具体化するものと思われ

ます。 

当社においては、新卒社員89名の有償化は例年より遅れることが予想され、そのコスト負担から第２四半期まで

の業績は厳しいものの、第３四半期以降は回復基調で推移するものと予想しております。 

このような環境の中で、当社グループは、後述の「３．経営方針」に掲げた方針を、確実に進めてまいります。

以上により、当期の連結業績につきましては、売上高30,900百万円、営業利益1,500百万円、経常利益1,480百万

円、当期純利益1,170百万円を、また、単体の業績につきましては、売上高27,000百万円、営業利益1,300百万

円、経常利益1,300百万円、当期純利益1,120百万円を見込んでおります。 

  

 連結の業績 (単位：百万円)

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(円)

平成22年3月期見込 30,900 1,500 1,480 1,170 34.86

平成21年3月期実績 37,211 2,197 2,039 1,069 31.13

増 減 率 △17.0% △31.7% △27.4% △9.4% －

 単体の業績 (単位：百万円)

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(円)

平成22年3月期見込 27,000 1,300 1,300 1,120 33.37

平成21年3月期実績 32,927 1,781 1,741 835 24.33

増 減 率 △18.0% △27.0% △25.3% 34.0% －

カテナ㈱(9815) 平成21年３月期決算短信

6



1.資産、負債、純資産およびキャッシュ・フローの状況に関する分析 

①資産、負債、純資産に関する分析 

[資産の部] 

 流動資産は現金及び預金の増加（796百万円）があったものの、受取手形及び売掛金の減少（2,231百万円）や

たな卸資産の減少（528百万円）等により、前期末に比べ2,169百万円減少し14,571百万円となりました。 

 また、固定資産は投資有価証券の減少（782百万円）等により、前期末に比べ783百万円減少し13,517百万円と

なりました。 

 この結果、当期末の資産合計は前期末に比べ2,952百万円減少し28,088百万円となりました。 

  

[負債の部] 

 流動負債は短期借入金の増加(1,906百万円）があったものの、買掛金の減少（1,771百万円）や一年以内返済

予定長期借入金の減少（2,846百万円）等により、前期末に比べ2,627百万円減少し、11,427百万円となりまし

た。 

 また、固定負債は長期借入金の減少（1,115百万円）や社債の減少（200百万円）等により、前期末に比べ

1,116百万円減少し3,994百万円となりました。 

 この結果、当期末の負債合計は前期末に比べ3,744百万円減少し15,421百万円となりました。 

  

[純資産の部] 

 純資産は自己株式の増加（213百万円）や配当金の支払い（343百万円）があったものの、その他有価証券評価

差額金の増加（164百万円）や当期純利益の計上（1,069百万円）等の増加により、前期末に比べ791百万円増加

し、12,667百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローに関する分析 

当期における連結キャッシュ・フローは、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] 

 税金等調整前当期純利益（1,138百万円）や売上債権の減少（2,133百万円）、たな卸資産の減少（521百万

円）等のプラス項目が、仕入債務の減少（1,665百万円）や法人税等の支払額（132百万円）等のマイナス項目を

上回ったため、営業活動によるキャッシュ・フローは3,522百万円のプラスとなりました。 

 なお、前期比では、955百万円の増加となりました。 

  

[投資活動によるキャッシュ・フロー] 

 投資活動によるキャッシュ・フローは40百万円のプラスとなりました。 

主な要因は、投資有価証券の売却等による収入（44百万円）等のプラス項目が、投資有価証券の取得による支出

（19百万円）や有形・無形固定資産の取得による支出（51百万円）等のマイナス項目を上回ったことでありま

す。 

 なお、前期比では、103百万円の増加となりました。 

(2) 財政状態に関する分析

(単位：百万円)

前期 当期 比較増減

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,567 3,522 955

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 62 40 103

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,428 △ 2,883 △ 1,454

 現金及び現金同等物の増減額 1,076 679 △ 396

 現金及び現金同等物の期末残高 4,912 5,592 679
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[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2,883百万円のマイナスとなりました。 

主な要因は、有利子負債の圧縮を図るため、長期・短期借入金を返済したこと（2,055百万円）、および配当金

を支払ったこと（343百万円）等であります。 

 なお、前期比では、1,454百万円の減少となりました。 

  

以上の結果、当期末における現金及び現金同等物の期末残高は5,592百万円となり、前期末に比べ679百万円の

増加となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注）・自己資本比率            ： （純資産－少数株主持分）／総資産 

・時価ベースの自己資本比率      ： 株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 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 

※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。 

※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すべての負債を対象にしており 

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

  

株主の皆様に対する利益配分につきましては、適正かつ安定的な配当の維持と当社グループの長期的な事業展開

のために必要な内部留保資金の確保に留意しつつ、連結ベースの業績動向、財政状態、および配当性向等を総合的

に勘案した上で決定していく方針であります。 

 なお、内部留保資金につきましては、当社グループの今後の事業展開に不可欠な人材の確保・育成のための投資

や新規事業展開、さらには財務体質強化のための有利子負債の圧縮や企業体質強化のための投資等、当社グループ

の企業価値向上を図るために有効に活用していく所存であります。 

 当期の期末配当につきましては、１株当たり５円とさせていただく予定であります。これにより中間配当の３円

を含め、年間配当では、前期に比べ１円増配の１株当たり８円の配当を実施させていただく予定であります。 

 また、株主の皆様への利益配分および資本政策の一環として、当期において1,047千株（241百万円）の自己株式

取得を実施いたしました。 

 次期につきましては、年間配当金として当期と同じ1株当たり８円（中間配当３円、期末配当５円）を実施させて

いただく予定であります。 

 なお、本日（平成21年4月27日）公表しましたとおり、平成21年4月28日より同年7月27日までの期間において、

2,000千株（600百万円）の自己株取得を実施する予定であります。 

  

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（％） 20.7 29.2 32.2 36.0 42.2

時価ベースの自己資本比率
（％）

21.9 37.4 31.1 22.1 23.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（倍）

7.7 30.2 11.2 3.9 2.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

4.7 1.2 3.9 10.4 21.6

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの業績と財政状態に悪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顧客企業の業績への依存 

 当社グループの中核事業である「システム開発事業」及び「アウトソーシングサービス事業」における顧客企業

への売上は、顧客企業をとりまく事業環境の変化等、当社グループが管理できない要因により大きな影響を受ける

可能性があります。顧客企業の業績不振等によるＩＴ投資の削減、購買先の絞り込みによる契約の打ち切り等によ

り、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

②不採算プロジェクトの発生 

 システム開発においては、「ISO9001」の規格に基づくQMS（品質マネジメントシステム）によりプロジェクト管

理を行っており、不採算プロジェクトに繋がる問題の発生予防や早期発見による是正の徹底に努めております。し

かしながら、プロジェクトのリスク要因の誤判断や予測できないリスクの発生等への対応において「顧客に対する

納品責任」を優先することで、不採算プロジェクトの発生を完全には防止できない可能性があります。不採算プロ

ジェクトの発生は、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③資金調達と金利の変動 

 当社グループの資金調達は金融機関からの借入に依存しております。現在、金融機関との関係は良好で必要資金

の調達に問題はありませんが、将来も引続き必要資金の調達が可能であるという保証はありません。また、借入金

にうち変動金利の借入金が80％程度を占めることから、金利の上昇が当社グループの業績と財政状況に悪影響を及

ぼす可能性があります。 

④債権回収 

 当社グループは取引先に対して、売掛金や受取手形の債権を有しております。取引先は大企業が多く分散してお

り、与信管理も十分に行っておりますが、取引先の資金繰りの悪化や倒産等により、債権が回収不能となる可能性

があります。 

⑤繰延税金資産の回収可能性 

 当社グループは５年以内の利益計画に基づく課税所得の予測により繰延税金資産を計上しておりますが、環境や

事業の状況の変化等で当該計画が大幅に下回るような場合には、回収可能性の見直しを行い、回収可能額まで繰延

税金資産を取り崩すことにより、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑥情報セキュリティ 

 当社グループが保有する顧客情報や機密情報等の情報資産の保護については、情報セキュリティに関する「ＩＳ

Ｏ/ＩＥＣ27001」の認証、および個人情報保護に関する「プライバシーマーク」の認証をそれぞれ取得し、適正に

運用しておりますが、予測できない不正アクセス等による情報漏洩が発生した場合には、当社グループの業績と財

政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑦人材確保 

 当社グループの業務拡大には、優秀な人材の確保・育成に大きく影響されます。こうした優秀な人材の確保・育

成が想定どおりに進まない場合、当社グループの経営成績及び財政状況等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

(4) 事業等のリスク

カテナ㈱(9815) 平成21年３月期決算短信
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 当社の企業集団は、当連結会計年度末現在、当社及び子会社３社で構成され、システム開発、アウトソーシングサー

ビス、システムインテグレーション、コンピュータ機器・周辺機器・ソフトウェアの販売を主な事業内容とし、更に各

事業に関連する物流・研究開発及びその他のサービス等の事情活動を総合的に展開しております。 

 当社グループの事業に関わる位置づけは次のとおりであります。 

 
  

2. 企業集団の状況

事業区分 主な事業内容 主な会社名

 
 システム開発事業

 
 システムコンサルティングサービス、 
 システム設計・開発・保守

国内  当社 
 アドバンスト・アプリケーション㈱ 
 

 
 アウトソーシング 
 サービス事業

 
 コンピュータシステム・ネットワーク 
 の保守・運用、 
 ヘルプデスク、ユーザーサポート、 
 データ入力

国内  当社 
 東京都ビジネスサービス㈱ 
 

 
 システムインテグレ 
 ーション事業

 
 ネットワークコンサルティング・構築 
 サービス、 
 企業向けシステム構築サービス、 
 ＰＯＳシステム構築

国内  当社

 
 システム商品販売 
 事業

 
 法人顧客及びＳＩ／ＶＡＲ向け 
 ＩＴ関連商品の販売

国内  当社
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事業の系統図は次の通りであります。 

（注）1. ○は、連結子会社であります。 

2. ※は、関連会社で持分法適用会社であります。 

3. ソフトウェア生産技術研究所㈱は、平成21年３月31日現在事業を休止しております。 
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当社グループは、「選択と集中」を経営の基本方針としており、当社グループが強みを持ち、かつ将来の成長が

期待できる事業分野に経営リソースを重点的に投入することにより、当社グループの持続的成長と更なる企業価値

の向上を目指しております。 

 具体的には、当社グループが強みを持つ事業分野で、当社グループの収益の約８割を占めるシステム開発事業と

アウトソーシングサービス事業（システムの運用・保守やヘルプデスクを行っている事業）に人材を中心とする経

営リソースを重点的に投入し、収益基盤の強化・拡大を図っております。 

 また、当社グループが属するＩＴ（情報技術）サービス産業においては、人が も重要な資産であり、人材力が

企業の競争力に直結するところから、当社グループでは、優秀な人材の確保と育成を 重要施策の一つに位置づ

け、人財戦略本部を中心に全社あげてその強化に取り組んでおります。 

 あわせて、株式公開会社としての責任を果たすべく、コーポレートガバナンスを一層強化して、経営の健全性、

透明性を高め、株主重視の経営を進めております。 

  

当社グループは、持続的な利益成長を通じて企業価値の向上を図ることを経営の目標としております。 

 経営指標としては、企業の本業が生み出す利益としての営業利益を重視し、「営業利益額の増大」と「営業利益

率の向上」を目標としております。 

  

当社グループの主要顧客である銀行、生損保等の金融機関、大手システムインテグレーター、外資系企業等にお

いては、世界同時不況や円高による企業業績の悪化、更には株価の大幅下落等の影響を受け、ＩＴ投資は大きく落

込んでおりますが、当社グループの中核事業であるシステム開発においては、凍結・先送りされた案件を含め、ユ

ーザー企業のＩＴ投資の潜在需要は旺盛であり、中長期的に見れば拡大基調で推移するものと思われます。 

このような見通しの中で、当社グループは、当社グループの中核事業であり、かつＩＴ投資削減の影響を受ける度

合が相対的に低いシステム開発とアウトソーシング事業を中心に足元の業績を固めるとともに、人材の確保・育成

や新規事業の育成・拡大等、将来の成長に向けての先行投資についても着実に進めていく方針であります。 

具体的な推進策は下記のとおりであります。 

①既存事業の強化 

 「選択と集中」の方針のもとに、当社グループの強みであり、かつ、 大の収益源であるシステム開発事業及

びアウトソーシングサービス事業に人材を中心とする経営資源を重点的に投入し、これら中核事業の収益基盤の

強化・拡大を図ってまいります。 

 これら事業については、人材力が企業の競争力を左右するため、社内教育研修制度やＯＪＴを充実することに

より、現場力、人材力を高め、競争力強化に取り組んでまいります。 

②新規事業の育成・拡大 

 既存事業の収益基盤を強化する一方で、将来の収益の柱となる新規事業の育成・拡大を図ってまいります。具

体的には、前期より新規事業として本格的に立上げ、順調に拡大しつつあるサーバー・ストレージを中核とした

基盤構築ビジネスや筆頭株主である株式会社システムプロとの協業による「クラウドソリューション」サービス

事業への新規参入等、将来の収益の柱となる事業の立上げ・育成への取り組みを強化してまいります。 

③当社事業部門間およびグループ会社間の事業上のシナジーの創出 

 当社グループは、システムの企画・設計・開発から運用・保守、ヘルプデスクまでの一貫したＩＴサービス事

業と、システム機器やソフトウェアの調達・販売も加え、ＩＴ総合商社として幅広いＩＴ事業を展開しておりま

す。 

 一方で、金融機関、システムインテグレーター、製造業系企業そして外資系企業等を中心に3,000社を超える

顧客基盤を有しております。 

 当社グループが持つこれらの幅広い事業ドメインと幅広い顧客基盤を活かし、事業部門およびグループ会社間

を超えてビジネスの横展開を推進しており、一定の成果をあげつつあります。 

 これらの活動を更に拡大・強化していくことで、事業部門間およびシステムプロ社をはじめとするグループ会

社間の事業上のシナジーを創出してまいります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題

カテナ㈱(9815) 平成21年３月期決算短信
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④人材の確保と育成 

 前述のとおり、ＩＴサービス産業においては、人材力が企業の競争力に直結することから、当社では、前期に

おいて人事部を「人財戦略本部」に格上げするとともに、人材の育成を主要業務とする「カテナアカデミー」を

新設し、人材の育成に全社あげて取り組んでおります。具体的には、社内の教育研修制度の充実、ＯＪＴの強化

および自己研鑽の支援の強化を３本柱にして、社員の能力形成を支援することにより、人材力の強化に注力して

まいります。 

⑤財務の改善 

 当社グループの財務の状況については、4年前の平成17年3月期に比べ、有利子負債が183億円から76億円へ107

億円の減少、自己資本比率が20.7%から42.2%へ21.5ポイント向上するなど、ここ3～4年来実施してまいりました

事業や財務の抜本的リストラにより大幅に改善しました。 

 今後も財務の安定性を高めるため、更なる財務体質の強化に取り組んでまいります。特に財務上の課題として

残されております有利子負債（当期末現在7,630百万円）の圧縮につきましては、収益による返済のほか、有価

証券の売却や在庫等資産の圧縮による返済も積極的に進めることにより、来期中における実質無借金（有利子負

債残高を現預金の範囲内に抑えること）の実現を目指します。 

⑥情報セキュリティと内部統制 

 顧客ニーズが高度化・多様化しており、納期や品質、投資対効果の明確化等に加え、情報セキュリティや内部

統制への対応などが求められています。 

 当社グループでは、企業の情報セキュリティの強化および内部統制システムの整備を経営の 重要課題として

位置づけ、ISO/IEC27001やプライバシーマークの認証を取得し、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会

を中心に各認証に則った管理を行うことにより、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ってまいります。 
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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 5,058 5,854 

受取手形及び売掛金 9,363 7,131 

たな卸資産 1,033 － 

商品 － 366 

仕掛品 － 137 

繰延税金資産 868 835 

その他 427 253 

貸倒引当金 △8 △8 

流動資産合計 16,740 14,571 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 7,818 7,825 

減価償却累計額 △4,851 △4,995 

建物及び構築物（純額） 2,967 2,830 

土地 6,059 6,059 

その他 689 917 

減価償却累計額 △565 △642 

その他（純額） 123 275 

有形固定資産合計 9,150 9,165 

無形固定資産 

ソフトウエア 74 62 

その他 49 47 

無形固定資産合計 124 109 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,753 971 

長期貸付金 487 445 

繰延税金資産 2,834 2,987 

その他 606 490 

貸倒引当金 △656 △652 

投資その他の資産合計 5,025 4,242 

固定資産合計 14,300 13,517 

資産合計 31,041 28,088 
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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 5,482 3,711 

短期借入金 2,483 4,390 

1年内返済予定の長期借入金 4,111 1,265 

1年内償還予定の社債 200 200 

未払法人税等 93 162 

賞与引当金 349 396 

役員賞与引当金 19 － 

その他 1,316 1,302 

流動負債合計 14,055 11,427 

固定負債 

社債 500 300 

長期借入金 2,590 1,475 

退職給付引当金 1,601 1,706 

役員退職慰労引当金 186 181 

その他 232 330 

固定負債合計 5,110 3,994 

負債合計 19,166 15,421 

純資産の部 

株主資本 

資本金 5,371 5,392 

資本剰余金 2,666 2,680 

利益剰余金 3,305 4,031 

自己株式 △20 △233 

株主資本合計 11,324 11,870 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △168 △3 

評価・換算差額等合計 △168 △3 

少数株主持分 719 800 

純資産合計 11,875 12,667 

負債純資産合計 31,041 28,088 
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(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 43,129 37,211 

売上原価 38,475 32,341 

売上総利益 4,654 4,869 

販売費及び一般管理費 

販売費 1,299 1,281 

一般管理費 1,325 1,390 

販売費及び一般管理費合計 2,624 2,672 

営業利益 2,029 2,197 

営業外収益 

受取利息 14 12 

受取配当金 7 13 

不動産賃貸料 325 315 

雑収入 36 60 

営業外収益合計 383 402 

営業外費用 

支払利息 240 163 

不動産賃貸原価 167 141 

支払手数料 145 147 

持分法による投資損失 － 77 

雑損失 10 31 

営業外費用合計 563 560 

経常利益 1,849 2,039 

特別利益 

固定資産売却益 － 40 

投資有価証券売却益 16 5 

貸倒引当金戻入額 － 15 

役員退職慰労引当金戻入額 4 － 

前期損益修正益 4 － 

その他 － 1 

特別利益合計 25 62 

特別損失 

固定資産売却損 7 － 

固定資産除却損 3 2 

投資有価証券評価損 － 935 

固定資産臨時償却費 10 － 

役員退職慰労引当金繰入額 16 － 

貸倒引当金繰入額 20 9 

その他 1 15 

特別損失合計 59 962 

税金等調整前当期純利益 1,814 1,138 

法人税、住民税及び事業税 156 210 

法人税等調整額 417 △235 

法人税等合計 573 △25 

少数株主利益 71 94 

当期純利益 1,169 1,069 

カテナ㈱(9815) 平成21年３月期決算短信

16



(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 5,020 5,371 

当期変動額 

新株の発行 351 20 

当期変動額合計 351 20 

当期末残高 5,371 5,392 

資本剰余金 

前期末残高 2,329 2,666 

当期変動額 

新株の発行 348 20 

自己株式の処分 △11 △6 

当期変動額合計 337 13 

当期末残高 2,666 2,680 

利益剰余金 

前期末残高 2,291 3,305 

当期変動額 

剰余金の配当 △155 △343 

当期純利益 1,169 1,069 

当期変動額合計 1,014 725 

当期末残高 3,305 4,031 

自己株式 

前期末残高 △18 △20 

当期変動額 

自己株式の処分 24 29 

自己株式の取得 △26 △242 

当期変動額合計 △2 △213 

当期末残高 △20 △233 

株主資本合計 

前期末残高 9,623 11,324 

当期変動額 

新株の発行 699 40 

剰余金の配当 △155 △343 

当期純利益 1,169 1,069 

自己株式の処分 13 22 

自己株式の取得 △26 △242 

当期変動額合計 1,700 546 

当期末残高 11,324 11,870 
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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 366 △168 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△534 164 

当期変動額合計 △534 164 

当期末残高 △168 △3 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 366 △168 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△534 164 

当期変動額合計 △534 164 

当期末残高 △168 △3 

少数株主持分 

前期末残高 619 719 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 100 80 

当期変動額合計 100 80 

当期末残高 719 800 

純資産合計 

前期末残高 10,609 11,875 

当期変動額 

新株の発行 699 40 

剰余金の配当 △155 △343 

当期純利益 1,169 1,069 

自己株式の処分 13 22 

自己株式の取得 △26 △242 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △434 245 

当期変動額合計 1,266 791 

当期末残高 11,875 12,667 
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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 1,814 1,138 

減価償却費 234 314 

投資有価証券評価損益（△は益） － 935 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 47 △4 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66 105 

受取利息及び受取配当金 △21 △25 

支払利息 240 163 

売上債権の増減額（△は増加） △418 2,133 

たな卸資産の増減額（△は増加） 374 521 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 62 △7 

仕入債務の増減額（△は減少） 370 △1,665 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 63 14 

その他 201 171 

小計 3,034 3,796 

利息及び配当金の受取額 24 26 

利息の支払額 △247 △168 

法人税等の支払額 △243 △132 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,567 3,522 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 － △216 

定期預金の払戻による収入 － 200 

投資有価証券の取得による支出 △3 △19 

投資有価証券の売却による収入 347 44 

関係会社株式の取得による支出 △296 － 

関係会社株式の売却による収入 － 15 

有形及び無形固定資産の取得による支出 △123 △51 

固定資産の売却による収入 4 40 

貸付けによる支出 △2 △2 

貸付金の回収による収入 37 41 

その他の支出 △69 △41 

その他の収入 44 30 

投資活動によるキャッシュ・フロー △62 40 

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） 1,051 1,906 

長期借入れによる収入 1,500 200 

長期借入金の返済による支出 △4,324 △4,161 

社債の償還による支出 △200 △200 

株式の発行による収入 699 40 

自己株式の取得による支出 △26 △242 

少数株主からの払込みによる収入 38 － 

配当金の支払額 △155 △343 

その他 △11 △82 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,428 △2,883 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,076 679 

現金及び現金同等物の期首残高 3,836 4,912 

現金及び現金同等物の期末残高 4,912 5,592 
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(6)【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４社はすべて連結しておりま

す。 

  

 ㈱アイ・ティ・プロモーションは当

連結会計年度に清算が結了したため連

結の範囲から除外しております。

 子会社３社はすべて連結しておりま

す。 

  

 ㈱エス・ラボは当連結会計年度に所

有株式を全て売却したため、連結の範

囲から除外しております。

２ 持分法の適用に関する事

項

 持分法適用の対象とした関連会社の

数は１社であり、カテナレンタルシス

テム㈱であります。 

 持分法を非適用としていたエムディ

シーエル㈱は当連結会計年度に清算が

結了しております。

 持分法適用の対象とした関連会社の

数は１社であり、カテナレンタルシス

テム㈱であります。 

 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社のうち、アドバンスト・

アプリケーション㈱の決算日は12月31

日であります。連結財務諸表の作成に

あたっては同日現在の財務諸表を使用

し、連結決算日との間に生じた重要な

取引については、連結上必要な調整を

行っております。

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

 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

算定しております。)

(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

同左

時価のないもの

 移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

② デリバティブ

時価法

② デリバティブ

同左

③ たな卸資産 

 

 ③ たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資

産

 評価基準は原価法（収益性の低

下による簿価切り下げの方法）に

よっております。

商 品： 

   移動平均による原価法

商 品：移動平均法

仕掛品： 

   個別法による原価法

仕掛品：個別法 

  

（会計方針の変更） 

 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）

を適用しております。 

 なお、これによる損益への影響は

軽微であります。
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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)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

① 有形固定資産

定率法によっております。ただ

し、平成10年4月１日以降取得の建

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。

なお、主な資産の耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び構築物 10～65年

 

(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(リース資産を除く)

定率法によっております。ただ

し、平成10年4月１日以降取得の建

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。

なお、主な資産の耐用年数は以下

のとおりであります。

建物及び構築物 10～65年

(会計方針の変更)

当社及び連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。

この変更により、損益に与える影

響は軽微であります。

 

(追加情報)

当社及び連結子会社は、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。

この変更により、損益に与える影

響は軽微であります。

② 無形固定資産

ソフトウェア

自社利用のソフトウェア：

 社内における利用期間(５年)に

基づく定額法によっております。

②無形固定資産(リース資産を除く)

ソフトウェア

自社利用のソフトウェア：

同左

市場販売目的のソフトウェア： 

 販売開始後３年以内の販売見込

数量に基づき償却しております。

ただし、その償却額が残存有効期

間に基づく均等配分額に満たない

場合はその均等配分額を 低限と

して償却しております。

市場販売目的のソフトウェア：

同左

その他の無形固定資産 

 定額法によっております。

その他の無形固定資産

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) 重要な繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用として処理して

おります。

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

存価額をゼロとして算定する方法

によっております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

   ―――――――

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

 債権の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上して

おります。

(4) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

同左

② 賞与引当金

 従業員の賞与支給に備えるため

支給見込額のうち、当連結会計年

度の負担額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

 役員の賞与支給に備えるため、

当連結会計年度における支給見込

額に基づき計上しております。

   ―――――――

 

  

 

（追加情報） 

 従来、役員賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しており

ましたが、役員報酬制度の見直しに伴

い、役員賞与を支給しないこととした

ため、当連結会計年度より役員賞与引

当金を計上しておりません。 

 

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。

 数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間内の一定の年数

(５年)による定額法による按分額

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

⑤ 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支払に備え

るため、役員退職慰労金内規に基

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

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)

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、連結会

計年度末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) 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算基準

同左

(6) 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。

(6) 重要なリース取引の処理方法

―――――――

(7) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす金利

スワップについて、特例処理によ

っております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

借入金の金利支払に係る金利変

動リスクをヘッジするために、金

利スワップを使用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

借入金利の変動リスクを回避す

るために、保有している借入金の

範囲内で、金利改定期間に合わせ

て実施する方針であります。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジの有効性の評価方法

毎月末連結財務諸表提出会社の

経理部において、金利スワップの

残高とヘッジ対象である借入金の

金利の対応関係について把握し管

理しております。

④ ヘッジの有効性の評価方法

同左

(8) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式を採用しておりま

す。

(8) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

消費税等の会計処理

同左

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 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。

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、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。

同左
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(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】

【会計方針の変更】

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、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））を適用しております。

 これに伴い、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、期首に前連結会計年度末における未経過リース料

残高を取得原価として取得したものとしてリース資産

を計上する方法によっております。

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リー

ス資産が有形固定資産に177百万円計上されており、ま

た、損益に与える影響はありません。

【表示方法の変更】

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)

――――――― （連結貸借対照表） 

 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）が適用になることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度より「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」に含まれる

「商品」「仕掛品」は、それぞれ903百万円、129百万円

であります。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(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)

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 341百万円

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券(株式) 263百万円

 

※２ 担保に供している資産及び当該担保権によって担

保されている債務は次のとおりであります。

担保に供している資産

建物及び構築物 2,874百万円

土地 5,619百万円

計 8,494百万円

担保されている債務

短期借入金 2,231百万円

一年以内返済予定の
長期借入金

1,601百万円

長期借入金 865百万円

計 4,697百万円

 

※２ 担保に供している資産及び当該担保権によって担

保されている債務は次のとおりであります。

担保に供している資産

建物及び構築物 2,744百万円

土地 5,619百万円

計 8,364百万円

担保されている債務

短期借入金 4,195百万円

一年以内返済予定の
長期借入金

515百万円

長期借入金 350百万円

計 5,060百万円
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(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主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

(1) 販売費

給料手当・賞与金 689百万円

賞与引当金繰入額 36百万円

退職給付費用 27百万円

家賃 114百万円

運搬費 42百万円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

(1) 販売費

給料手当・賞与金 696百万円

賞与引当金繰入額 42百万円

退職給付費用 24百万円

家賃 103百万円

運搬費 33百万円

(2) 一般管理費

給料手当・賞与金 320百万円

役員賞与引当金繰入額 19百万円

賞与引当金繰入額 20百万円

役員退職慰労引当金繰入額 45百万円

退職給付費用 14百万円

支払手数料 172百万円

研究開発費 1百万円

減価償却費 76百万円

(2) 一般管理費

給料手当・賞与金 382百万円

賞与引当金繰入額 24百万円

役員退職慰労引当金繰入額 29百万円

退職給付費用 21百万円

支払手数料 146百万円

減価償却費 99百万円

なお、研究開発費はすべて一般管理費に計上して

おり、上記の金額は研究開発費の総額でありま

す。

―――――― ※２ 固定資産売却益の主な内訳は次のとおりでありま

す。

     ソフトウェア       40百万円

※３ 固定資産売却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。

器具備品 6百万円
 

         ―――――――

※４ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。

器具備品 1百万円

ソフトウェア 1百万円

※４ 固定資産除却損の主な内訳は次のとおりでありま

す。

器具備品 2百万円
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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 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株予約権の権利行使による新株の発行による増加      259,800株 

第三者割当増資による新株の発行による増加        3,000,000株 
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加     878株 

市場買付けによる増加        125,500株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株予約権の権利行使による減少    68,600株 

単元未満株式の売渡しによる減少     100株 
  

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(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 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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) 31,107,251 3,259,800 － 34,367,051

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) 22,061 126,378 68,700 79,739

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28日 
定時株主総会

普通株式 155 5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

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６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 240 7 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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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 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株予約権の権利行使による新株の発行による増加      203,000株 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加    4,784株 

市場買付けによる増加       1,047,200株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株予約権の権利行使による減少   119,600株 

単元未満株式の売渡しによる減少    2,188株 
  
３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(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 

 
  

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) 34,367,051 203,000 ― 34,570,051

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) 79,739 1,051,984 121,788 1,009,935

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６月27日 
定時株主総会

普通株式 240 7 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月23日 
取締役会

普通株式 103 3 平成20年９月30日 平成20年12月５日

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６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 167 5 平成21年３月31日 平成21年６月29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)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲載されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日)

現金及び預金勘定 5,058百万円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

△146百万円

現金及び現金同等物 4,912百万円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲載されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金及び預金勘定 5,854百万円

預入期間が３か月を超える 
定期預金

△262百万円

現金及び現金同等物 5,592百万円
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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) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

サービスの種類、性質、業務形態等の類似性により区分しております。 

２ 各区分の主な事業内容 

 
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(978百万円)の主なものは、連結財務諸表

提出会社の管理部門に係わる経費であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(8,771百万円)の主なものは、連結財務諸表提出会社で

の余剰運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係わる資産等であります。 

５ ソフトウェアプロダクツ事業は、前連結会計年度にロゴヴィスタ㈱の株式を売却し、同事業から撤退してお

ります。 

６ 「(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (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（会計方針の変更）」に記載のとおり、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。この変更により、損益に与える影響は軽微であります。 

また、「(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (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(追加情報)」に記載のとおり、当連結会計年度より、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。この変更により、損益に与える影響は軽

微であります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

システム 
開発事業 
(百万円)

アウトソー
シングサー
ビス事業 
(百万円)

システムイ
ンテグレー
ション事業
(百万円)

Ｌｙｅｅ事
業 

(百万円)

システム
商品販売 
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計 
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

11,120 4,898 6,383 87 20,639 ― 43,129 ― 43,129

(2) セグメント間の 
  内部売上高 
  又は振替高

10 54 13 ― 0 ― 79 △79 ―

計 11,131 4,952 6,397 87 20,640 ― 43,209 △79 43,129

営業費用 9,551 4,110 6,332 93 20,120 ― 40,209 890 41,100

営業利益 
又は営業損失(△)

1,579 842 65 △6 519 ― 3,000 △970 2,029

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

資産 5,841 2,544 1,897 178 7,228 4,553 22,244 8,797 31,041

減価償却費 43 25 15 0 9 67 163 70 234

資本的支出 41 30 14 ― 0 ― 87 36 123

システム開発事業 ソフトウェアの開発

アウトソーシングサービス事業 システムの運用・保守及びヘルプデスク

システムインテグレーション事業 システムインテグレーションサービス

Ｌｙｅｅ事業 ソフトウェア開発基盤技術「Ｌｙｅｅ」を用いたソフトウェア

開発

システム商品販売事業 企業顧客向けＩＴ関連商品の販売

その他の事業 不動産の賃貸・管理、携帯電話関連事業及びパソコン関連商品

レンタル業
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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) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

サービスの種類、性質、業務形態等の類似性により区分しております。 

２ 各区分の主な事業内容 

 
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(1,030百万円)の主なものは、連結財務諸

表提出会社の管理部門に係わる経費であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(8,775百万円)の主なものは、連結財務諸表提出会社で

の余剰運用資金(現金及び預金)及び管理部門に係わる資産等であります。 

５ Ｌｙｅｅ事業につきましては、前連結会計年度において、同事業から撤退いたしました。 

６ 「(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 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 ③たな卸資産（会計方針の変更）」に記載のとおり、当連結会計年度より、「棚卸資

産の評価に関する会計基準」を適用しております。この変更による損益への影響は軽微であります。 

また、「(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 会計処理の変更 (リース取引に関

する会計基準の適用)」に記載のとおり、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」を適用しております。なお、この変更による損益に与える影響はあ

りませんが、資産は、アウトソーシングサービス事業が142百万円、全社が26百万円それぞれ増加し、減価

償却費は、アウトソーシングサービス事業が75百万円、全社が12百万円それぞれ増加し、資本的支出は、ア

ウトソーシングサービス事業が３百万円増加しております。 

  

システム 
開発事業 
(百万円)

アウトソー
シングサー
ビス事業 
(百万円)

システムイ
ンテグレー
ション事業 
(百万円)

システム
商品販売 
事業 

(百万円)

その他の
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

11,575 5,241 5,335 15,058 ― 37,211 37,211

(2) セグメント間の 
  内部売上高 
  又は振替高

1 47 5 0 ― 54 △54 ―

計 11,577 5,289 5,340 15,059 ― 37,266 △54 37,211

営業費用 9,840 4,486 5,146 14,585 ― 34,059 954 35,013

営業利益 
又は営業損失(△)

1,736 802 194 473 ― 3,207 △1,009 2,197

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

資産 6,202 2,879 1,073 4,711 4,454 19,322 8,766 28,088

減価償却費 39 107 7 8 58 222 92 314

資本的支出 15 16 0 1 ― 34 72 106

システム開発事業 ソフトウェアの開発

アウトソーシングサービス事業 システムの運用・保守及びヘルプデスク

システムインテグレーション事業 システムインテグレーションサービス

システム商品販売事業 企業顧客向けＩＴ関連商品の販売

その他の事業 不動産の賃貸・管理、携帯電話関連事業及びパソコン関連商品

レンタル業
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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)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) 

  

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がないため、当該事項はあ

りません。 

  

  

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) 

  

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

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 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

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

有形固定資産
「その他」 
(百万円)

取得価額相当額 482

減価償却累計額相当額 244

期末残高相当額 237

(注)取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定してお

ります。

 リース取引については、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

ます。

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 79百万円

１年超 158百万円

合計 237百万円

(注)未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等

に占める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 79百万円

減価償却費相当額 79百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。
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(税効果会計関係)

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)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳

(繰延税金資産)

貸倒損失 431百万円

役員退職慰労引当金 76百万円

退職給付引当金 651百万円

繰越欠損金 4,882百万円

減損損失 934百万円

その他 1,128百万円

繰延税金資産の小計 8,104百万円

評価性引当額 △4,290百万円

繰延税金資産の合計 3,814百万円

(繰延税金負債)

債権債務消去に伴う貸倒引当金の

調整額
△94百万円

その他有価証券評価差額金他 △16百万円

繰延税金負債の合計 △111百万円

繰延税金資産の純額 3,702百万円

 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の

内訳

(繰延税金資産)

貸倒損失 431百万円

役員退職慰労引当金 79百万円

退職給付引当金 689百万円

繰越欠損金 5,181百万円

減損損失 955百万円

その他 359百万円

繰延税金資産の小計 7,696百万円

評価性引当額 △3,738百万円

繰延税金資産の合計 3,958百万円

(繰延税金負債)

債権債務消去に伴う貸倒引当金の 
調整額

△119百万円

その他 △16百万円

繰延税金負債の合計 △135百万円

繰延税金資産の純額 3,822百万円

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

評価性引当額 △10.2％

住民税均等割額 1.2％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 31.6％

 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

評価性引当額 △48.2％

住民税均等割額 1.9％

持分法投資損失 2.8％

その他 0.6％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

△2.2％
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前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日) 

  

 
  

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） 

  

 
  

３ 時価の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) 

  

 
  

(有価証券関係)

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株式 3 4 0

小計 3 4 0

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株式 1,524 1,240 △284

小計 1,524 1,240 △284

合計 1,528 1,244 △283

区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円)

株式 27 16

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 98

投資事業有限責任組合 68

合計 166
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当連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日) 

  

 
（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有

価証券評価損935百万円を計上しております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  

 
  

３ 時価の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) 

  

 
  

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表計上額 

(百万円)
差額(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

株式 586 586 0

小計 586 586 0

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 586 586 0

区分 売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円)

株式 30 5

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 98

投資事業有限責任組合 23

合計 121
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１ 取引の状況に関する事項 

 
  

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成20年３月31日) 

デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。

  

当連結会計年度(平成21年３月31日) 

デリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているため記載を省略しております。

  

(デリバティブ取引関係)

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) 取引の内容

金利スワップ取引のデリバティブ取引を連結財務

諸表提出会社が利用しております。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に対する取組方針

 いずれのデリバティブ取引についても、ヘッジ目的

に限定して利用しており、トレーディング・投機目的

でのデリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 取引に対する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

金利スワップ取引については、借入金の金利リス

クのヘッジのために行っており、金融動向に応じて

借入金のうち固定金利のものを変動化するために、

また変動金利のものを固定化するために行っており

ます。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

(3) 取引の利用目的

同左

① ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引につ

いて、特例処理によっております。

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ取引 借入金

② ヘッジ手段とヘッジ対象

      同左

③ ヘッジ方針

 借入金利の変動リスクを回避するために、保有し

ている借入金の範囲内で、金利改定期間に合わせて

実施する方針であります。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジの有効性の評価方法

毎月末連結財務諸表提出会社の経理部において、

金利スワップ取引の残高とヘッジ対象である借入金

の金利の対応関係について把握し管理しておりま

す。

④ ヘッジの有効性の評価方法

同左

(4) 取引に係るリスクの内容

金利スワップ取引については、金利市場変動によ

るリスクを有しております。

なお、デリバティブ取引はいずれも信用度の高い

国内銀行であるため、相手方の契約不履行によるリ

スクはほとんどないと認識しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左

(5) 取引に係るリスクの管理体制

デリバティブに対する管理は、連結財務諸表提出会

社の経理部において行われ毎月経理部長に報告してお

ります。なお、損失が一定の範囲を越えた場合には、

随時取締役会に報告することとなっております。

(5) 取引に係るリスクの管理体制

同左
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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 採用している退職給付制度の概要 

連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び適格

退職年金制度を設けております。 

なお、連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社では、適格年金制度を昭和52年５月より採用して

おります。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 
  

 
(注) 連結子会社は、退職給付債務算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 
  

 
(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、①勤務費用に含めて計上しております。 

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
  

 
  

(退職給付関係)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

 

①退職給付債務

②年金資産

③未積立退職給付債務(①＋②)

④未認識数理計算上の差異

⑤連結貸借対照表計上額(③＋④)

⑥前払年金費用

⑦退職給付引当金(⑤－⑥)
 

△1,962百万円

406百万円

△1,555百万円

△9百万円

△1,564百万円

37百万円

△1,601百万円

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

 

①勤務費用

②利息費用

③期待運用収益

④数理計算上の差異の費用処理額

⑤退職給付費用
   

167百万円

32百万円

△3百万円

△1百万円

194百万円

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

 

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数理計算上の差異の処理年数
 

期間定額基準

2.0％

1.0％

5年
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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 採用している退職給付制度の概要 

連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度及び適格

退職年金制度を設けております。 

なお、連結財務諸表提出会社及び一部の連結子会社では、適格年金制度を昭和52年５月より採用して

おります。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 
  

 
(注) 連結子会社は、退職給付債務算定にあたり、簡便法を採用しております。 

  

３ 退職給付費用に関する事項 
  

 
(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、①勤務費用に含めて計上しております。 

  

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
(平成21年３月31日)

 

①退職給付債務

②年金資産

③未積立退職給付債務(①＋②)

④未認識数理計算上の差異

⑤連結貸借対照表計上額(③＋④)

⑥前払年金費用

⑦退職給付引当金(⑤－⑥)
 

△2,225百万円

401百万円

△1,824百万円

154百万円

△1,670百万円

36百万円

△1,706百万円

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勤務費用

②利息費用

③期待運用収益

④数理計算上の差異の費用処理額

⑤退職給付費用
   

181百万円

33百万円

△3百万円

1百万円

211百万円

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

 

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数理計算上の差異の処理年数
 

期間定額基準

2.0％

1.0％

5年
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

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株当たり純資産額 325.36円 353.59円

１株当たり当期純利益 36.53円 31.13円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 36.19円 31.12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)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 11,875 12,667

普通株式に係る純資産額（百万円） 11,155 11,866

差額の主な内訳（百万円）

少数株主持分 719 800

普通株式の発行済株式数（千株） 34,367 33,560

普通株式の自己株式数（千株） 79 1,009

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数（千株） 34,287
33,560

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株当たり当期純利益

連結損益計算書上の当期純利益（百万円） 1,169 1,069

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,169 1,069

普通株式の期中平均株式数（千株） 32,021 34,346

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（百万円） ― ―

普通株式増加額（千株） 297 14

(うち新株予約権（千株）) (297) ( 14 )

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

―――― ――――
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(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)

該当事項はありません。 （自己株式の取得） 

 当社は、平成21年４月27日開催の取締役会にお

いて、会社法第165条第３項の規定により読み替え

て適用される同法第156条の規定に基づき、自己株

式取得に係る事項を決議いたしました。 

1.自己株式取得を行う理由 

  経営環境の変化に対応した機動的な資本政策 

 の遂行を可能とするため、定款の定めに基づ 

 き、自己の株式を取得するものであります。 

2.取得に係る事項の内容 

 (1)取得対象株式の種類    当社普通株式 

 (2)取得しうる株式の総数  2,000,000株(上限) 

          （発行済株式総数(自己株式を除く)に 

            対する割合 5.96％） 

 (3)株式の取得価額の総額 600百万円(上限) 

 (4)取得期間            平成21年４月28日から

                         平成21年７月27日まで
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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 3,699 4,192

受取手形 679 492

売掛金 8,065 6,003

商品 903 366

仕掛品 112 137

前渡金 3 5 

前払費用 123 36

繰延税金資産 832 790

短期貸付金 37 40

その他 249 152

貸倒引当金 △4 △5

流動資産合計 14,701 12,213

固定資産

有形固定資産

建物 7,625 7,630

減価償却累計額 △4,693 △4,832

建物（純額） 2,932 2,798

構築物 165 165

減価償却累計額 △140 △142

構築物（純額） 24 22

車両運搬具 8 14

減価償却累計額 △8 △8

車両運搬具（純額） 0 6

工具、器具及び備品 550 572

減価償却累計額 △469 △512

工具、器具及び備品（純額） 81 59

土地 5,894 5,894

リース資産 － 46

減価償却累計額 － △12

リース資産（純額） － 34

有形固定資産合計 8,933 8,815

無形固定資産

借地権 1 1

ソフトウエア 63 54

電話加入権 42 42

その他 1 0

無形固定資産合計 108 99

投資その他の資産

投資有価証券 1,176 541

関係会社株式 729 450

長期貸付金 286 244

従業員に対する長期貸付金 3 3

関係会社長期貸付金 9,164 9,101

破産更生債権等 87 87

長期前払費用 56 47

繰延税金資産 2,717 2,856

敷金及び保証金 193 193

その他 0 0

貸倒引当金 △9,556 △9,523

投資その他の資産合計 4,859 4,003

固定資産合計 13,901 12,918

資産合計 28,603 25,131
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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 5,334 3,624

短期借入金 2,431 4,345

1年内返済予定の長期借入金 4,104 1,258

1年内償還予定の社債 200 200

リース債務 － 12

未払金 669 674

未払費用 5 2

未払法人税等 43 36

未払消費税等 144 112

前受金 137 58

預り金 40 57

前受収益 27 25

賞与引当金 320 360

役員賞与引当金 19 －

流動負債合計 13,478 10,767

固定負債

社債 500 300

長期借入金 2,583 1,475

退職給付引当金 1,362 1,441

役員退職慰労引当金 115 98

長期預り保証金 232 217

リース債務 － 22

固定負債合計 4,792 3,554

負債合計 18,271 14,322

純資産の部

株主資本

資本金 5,371 5,392

資本剰余金

資本準備金 368 388

その他資本剰余金 2,298 2,291

資本剰余金合計 2,666 2,680

利益剰余金

利益準備金 46 80

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 2,436 2,893

利益剰余金合計 2,482 2,974

自己株式 △20 △233

株主資本合計 10,500 10,813

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △168 △3

評価・換算差額等合計 △168 △3

純資産合計 10,332 10,809

負債純資産合計 28,603 25,131
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(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 

サービス売上高 18,419 17,850 

商品売上高 20,659 15,077 

売上高合計 39,079 32,927 

売上原価 

サービス売上原価 15,772 15,003 

商品売上原価 

商品期首たな卸高 1,288 903 

当期商品仕入高 18,979 13,293 

合計 20,268 14,196 

商品期末たな卸高 903 366 

商品売上原価 19,364 13,829 

売上原価合計 35,137 28,833 

売上総利益 3,941 4,094 

販売費及び一般管理費 

販売費 1,242 1,218 

一般管理費 1,019 1,094 

販売費及び一般管理費合計 2,262 2,312 

営業利益 1,679 1,781 

営業外収益 

受取利息 14 10 

受取配当金 26 36 

不動産賃貸料 390 385 

雑収入 23 52 

営業外収益合計 455 484 

営業外費用 

支払利息 229 154 

社債利息 10 7 

不動産賃貸原価 224 190 

支払手数料 141 142 

雑損失 10 29 

営業外費用合計 615 524 

経常利益 1,519 1,741 

特別利益 

固定資産売却益 － 40 

投資有価証券売却益 16 5 

役員退職慰労引当金戻入額 4 － 

貸倒引当金戻入額 3 14 

その他 － 1 

特別利益合計 24 60 

特別損失 

固定資産売却損 7 － 

固定資産除却損 3 0 

固定資産臨時償却費 10 － 

投資有価証券評価損 － 1,145 

貸倒引当金繰入額 20 12 

特別損失合計 41 1,158 

税引前当期純利益 1,502 643 

法人税、住民税及び事業税 22 20 

法人税等調整額 406 △212 

法人税等合計 428 △191 

当期純利益 1,073 835 
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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 
(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 5,020 5,371 

当期変動額 

新株の発行 351 20 

当期変動額合計 351 20 

当期末残高 5,371 5,392 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 20 368 

当期変動額 

新株の発行 348 20 

当期変動額合計 348 20 

当期末残高 368 388 

その他資本剰余金 

前期末残高 2,309 2,298 

当期変動額 

自己株式の処分 △11 △6 

当期変動額合計 △11 △6 

当期末残高 2,298 2,291 

資本剰余金合計 

前期末残高 2,329 2,666 

当期変動額 

新株の発行 348 20 

自己株式の処分 △11 △6 

当期変動額合計 337 13 

当期末残高 2,666 2,680 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 30 46 

当期変動額 

利益準備金の積立 15 34 

当期変動額合計 15 34 

当期末残高 46 80 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 0 － 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △0 － 

当期変動額合計 △0 － 

当期末残高 － － 

繰越利益剰余金 

前期末残高 1,532 2,436 

当期変動額 

剰余金の配当 △155 △343 

利益準備金の積立 △15 △34 

特別償却準備金の取崩 0 － 

当期純利益 1,073 835 

当期変動額合計 903 457 

当期末残高 2,436 2,893 
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(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) 

利益剰余金合計 

前期末残高 1,563 2,482 

当期変動額 

剰余金の配当 △155 △343 

利益準備金の積立 － － 

特別償却準備金の取崩 － － 

当期純利益 1,073 835 

当期変動額合計 918 491 

当期末残高 2,482 2,974 

自己株式 

前期末残高 △18 △20 

当期変動額 

自己株式の処分 24 29 

自己株式の取得 △26 △242 

当期変動額合計 △2 △213 

当期末残高 △20 △233 

株主資本合計 

前期末残高 8,895 10,500 

当期変動額 

新株の発行 699 40 

剰余金の配当 △155 △343 

利益準備金の積立 － － 

準備金から剰余金への振替 － － 

当期純利益 1,073 835 

自己株式の処分 13 22 

自己株式の取得 △26 △242 

当期変動額合計 1,604 312 

当期末残高 10,500 10,813 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 366 △168 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △534 164 

当期変動額合計 △534 164 

当期末残高 △168 △3 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 366 △168 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △534 164 

当期変動額合計 △534 164 

当期末残高 △168 △3 

純資産合計 

前期末残高 9,262 10,332 

当期変動額 

新株の発行 699 40 

剰余金の配当 △155 △343 

利益準備金の積立 － － 

準備金から剰余金への振替 － － 

当期純利益 1,073 835 

自己株式の処分 13 22 

自己株式の取得 △26 △242 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △534 164 

当期変動額合計 1,070 477 

当期末残高 10,332 10,809 
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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①代表取締役の異動（平成21年６月26日付予定） 

 
②新任予定の取締役（平成21年６月26日付予定） 

 
③その他の取締役の異動（平成21年６月26日付予定） 

 
  

  

6. その他

(1) 役員の異動（平成21年４月27日付で開示しております。）

（氏名）   （新役職名） （旧役職名）

平本 謹一   代表取締役副会長 代表取締役社長

杉山  一   代表取締役社長 常務取締役社長補佐

（氏名）   （役職名）

国分 靖哲   取締役
現 ㈱システムプロ常務取締役 
  人材戦略・管理本部統括

 安達 紘一郎   取締役
現 当社顧問
  ㈱システムプロ常務取締役営業統括

（氏名）   （新役職名） （旧役職名）

小田 信也   専務取締役事業推進統括 常務取締役事業推進統括
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