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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 152,070 2.2 3,799 4.0 3,003 △11.3 1,720 △7.2
20年3月期 148,855 △6.2 3,652 △10.7 3,385 △3.1 1,853 △0.8

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 65.57 ― 2.8 2.7 2.5
20年3月期 69.98 ― 3.0 2.9 2.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  3百万円 20年3月期  10百万円

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 109,959 62,705 57.0 2,393.01
20年3月期 114,260 62,259 54.5 2,350.47

（参考） 自己資本   21年3月期  62,705百万円 20年3月期  62,259百万円

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 △536 △7,188 △898 11,392
20年3月期 △453 △16,857 △451 20,015

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00 476 25.7 0.8
21年3月期 ― 9.00 ― 11.00 20.00 524 30.5 0.8
22年3月期 

（予想）
― 10.00 ― 10.00 20.00 40.3

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

64,000 △9.3 500 △58.0 150 △80.8 50 △84.0 1.91

通期 140,000 △7.9 3,200 △15.8 2,400 △20.1 1,300 △24.4 49.61
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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、 16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(会計方針の変更)」、及び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、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 26,493,555株 20年3月期 26,493,555株
② 期末自己株式数 21年3月期  289,937株 20年3月期  5,325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 146,643 2.6 3,720 2.9 2,922 △12.5 1,710 △5.8
20年3月期 142,918 △6.2 3,616 △11.8 3,341 △4.3 1,815 △4.7

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
円 銭 円 銭

21年3月期 65.19 ―
20年3月期 68.52 ―

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 108,550 62,452 57.5 2,383.35
20年3月期 112,811 62,018 55.0 2,341.36

（参考） 自己資本 21年3月期  62,452百万円 20年3月期  62,018百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
連結業績予想は、本資料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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場
合があります。 
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(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日本経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安と企業業績の悪

化が、国内企業の業績不振、雇用調整、急激な消費の落ち込みへと波及しました。情報サービス産業におきまして

も、当社が主力とする中堅企業のIT投資が抑制され、当社グループを取り巻くビジネス環境は厳しい状況で推移しま

した。 

  このような状況の中で、当社グループは、従来から取り組んでまいりましたコンサル型営業による自社ソリューシ

ョンの強化に加え、東京を中心とした成長市場へのリソースシフトを行うとともに中小市場における新しいビジネス

モデルを展開いたしました。 

 当連結会計年度の受注高につきましては、厳しい経済情勢の影響を受けて、138,835百万円（前年比5.6％減）と減

少いたしました。売上高につきましては、民間企業のIT投資抑制を官公庁のIT投資が補い、152,070百万円（同2.2％

増）となりました。 

 営業利益につきましては、売上の増加を受けて、3,799百万円（同4.0％増）となりました。 

 一方、資金運用環境の悪化により、受取利息および受取配当金が減少し、経常利益は、3,003百万円（同11.3％

減）、また、投資有価証券売却益と投資有価証券評価損等を計上し、当期純利益は、1,720百万円（同7.2％減）とな

りました。 

［受注の状況］ 

 受注につきましては、当社グループを取り巻く厳しいビジネス環境の影響を受けて、前年比5.6％減少しました。

情報ネットワークサービス、コンストラクションサービスが減少した他、東日本地区における保守体制見直しにより

保守サービスが減少したためであります。 

１．経営成績

  

平成19年度 

 (自平成19年４月１日 

 至平成20年３月31日) 

平成20年度 

 (自平成20年４月１日 

 至平成21年３月31日) 

前年比 

金額(百万円) 百分比(％) 金額(百万円) 百分比(％) 増減(百万円) 増減率(％) 

 受注高  147,002 －  138,835 －  △8,166  △5.6

 売上高  148,855  100.0  152,070  100.0  3,214  2.2

 売上総利益  26,163  17.6  27,022  17.8  859  3.3

 販売費及び一般管理費  22,510  15.1  23,222  15.3  712  3.2

 営業利益  3,652  2.5  3,799  2.5  146  4.0

 経常利益  3,385  2.3  3,003  2.0  △382  △11.3

 特別利益  562  0.4  795  0.5  233  41.5

 特別損失  513  0.4  490  0.3  △23  △4.5

 当期純利益  1,853  1.2  1,720  1.1  △133  △7.2

区分 

平成19年度 
（自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日）

平成20年度 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

前年比 

金額 
（百万円）

構成比 
（％） 

金額 
（百万円）

構成比 
（％） 

増減 
（百万円） 

増減率 
（％） 

  情報システム  44,099  30.0  41,510  29.9  △2,588  △5.9

  ソフトウェアサービス  78,241  53.2  74,768  53.8  △3,472  △4.4

情報ネットワークサービス 計  122,340  83.2  116,279  83.7  △6,061  △5.0

保守サービス 計  12,631  8.6  11,211  8.1  △1,419  △11.2

コンストラクションサービス 計  12,030  8.2  11,345  8.2  △685  △5.7

合計  147,002  100.0  138,835  100.0  △8,166  △5.6
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［売上の状況］ 

 売上につきましては、保守サービス、コンストラクションサービスが減少しましたが、情報ネットワークサービス

は前年比4.5％増加し、全体で2.2％の増加となりました。 

〔情報ネットワークサービス〕 

  情報ネットワークサービスの受注高は、116,279百万円（前年比5.0％減）、売上高は、129,477百万円（同4.5％

増）となりました。 

  情報システム（ハードウェア）の売上高は、東京地区の公共市場が堅調で、45,775百万円（同3.1％増）となりま

した。ソフトウェアサービスの売上高は、ITマネジメントサービス等のソリューションサービスが好調で、83,702百

万円（同5.3％増）となりました。 

 ソリューションサービスを牽引したのは、主に自社ソリューション「WebAS Component」、「ITマネジメントサー

ビス」であります。 

 「WebAS Component」では、専門店小売業向けに特化した商品管理システムで、マーチャンダイジングサイクルを

フルサポートする「WebAS Retail」や、作業の進捗や入出庫をリアルタイムで管理することが可能な物流ソリューシ

ョン「WebAS 物流」が伸長いたしました。 

 「ITマネジメントサービス」では、お客様のITライフサイクルを総合的にサポートし、システム運用、資産管理、

ハード・ソフト保守などをワンストップで実現する各種LCMサービスが、お客様にご好評をいただいております。ま

た、アウトソーシングサービスでは、WebOffice等主力メニューのさらなる機能強化やサービス拡充に取り組んでお

ります。 

 なお、中国におけるオフショア開発体制強化と将来の中国市場向けソリューション事業の展開を目指し、平成20年

12月に、中国江蘇省において新会社をベース株式会社と共同で設立いたしました。 

  

〔保守サービス〕 

  保守サービスの受注高は、11,211百万円（前年比11.2％減）、売上高は、11,225百万円（同11.5％減）となりまし

た。 

 ハードウェアの価格下落に伴う保守サービス価格の低下と、前年度に東日本地区の保守業務の一部を富士通グルー

プの別会社に移管したことに伴い、受注・売上とも前年を下回りました。 

 サービスビジネスの拡充に対応するため、保守要員をサービスビジネス営業やIT運用エンジニアとして育成するな

ど体制の見直しに努めております。 

〔コンストラクションサービス〕 

 コンストラクションサービスの受注高は、11,345百万円（前年比5.7％減）、売上高は、11,366百万円（同7.6％

減）となりました。 

 大型サーバ設置工事などの情報システム工事が伸び悩み、受注・売上ともに減少いたしましたが、オフィスのIPイ

ンフラ構築工事、携帯電話基地局工事などの通信システム工事、静脈認証システム設置などのセキュリティシステム

工事は堅調に推移しております。 

 オフィス環境診断の活用により、災害対策、リフレッシュ環境整備等の商談に取り組んだほか、電気使用量、CO２

排出量を可視化し、省エネ効果の検証を可能にするビル管理システム工事の拡販に注力してまいります。 

区分 

平成19年度 
（自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日）

平成20年度 
（自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日） 

前年比 

金額 
（百万円）

構成比 
（％） 

金額 
（百万円）

構成比 
（％） 

増減 
（百万円） 

増減率 
（％） 

  情報システム  44,396  29.8  45,775  30.1  1,379  3.1

  ソフトウェアサービス  79,472  53.4  83,702  55.0  4,229  5.3

情報ネットワークサービス 計  123,868  83.2  129,477  85.1  5,609  4.5

保守サービス 計  12,688  8.5  11,225  7.4  △1,462  △11.5

コンストラクションサービス 計  12,299  8.3  11,366  7.5  △932  △7.6

合計  148,855  100.0  152,070  100.0  3,214  2.2
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②会社の対処すべき課題と次年度の見通し 

 平成20年度の業績につきましては、前年度に比べ増収となりましたが、年度後半からの経済環境急変の影響を受

け、受注は大幅な減少になりました。 

 平成21年度も当面は先行き不透明で厳しい状況が続くことが予想され、まずは受注の獲得と売上の確保が 大の課

題となりますが、あらためて「顧客起点」の原点に立ち返って次のような事業戦略を徹底的に実行していくことで業

績の確保を図ってまいります。 

１）中堅、中小市場への集中による受注拡大 

 当社のコア市場である中堅企業向け市場対応は、従来どおり東名阪を中心とした都市成長市場への集中を進める

とともに、徹底的な提案力とソリューション力の強化、差別化により受注拡大に邁進します。また、中小企業向  

け市場については、昨年度より始めたマーケティングセンター等を活用した新しい効率的営業スタイルの確立に引

き続いて挑戦し市場拡大を図ります。 

２) 富士通連携での大手、公共市場での利益確保と裾野拡大 

 富士通連携による大手企業市場および公共市場については、当社の高い技術力に基づく「ITマネジメントサービ

ス」等の強化により付加価値の向上に努め利益を確保するとともに、系列企業、独立法人等の攻略により裾野拡大

を図ることで事業の安定性を強化してまいります。 

３）コンサル型提案力の強化 

 従来取り組んできました営業のコンサル提案力強化につき更に質・量の飛躍に取り組みます。新たな「コンサル

営業長期養成計画」を導入するとともに、コンサル営業の全業種適用拡大を図ってまいります。システム部門のコ

ンサル力強化とあわせた提案力の差別化により受注拡大と収益性の拡大を図ってまいります。 

４）ソリューション力の強化 

 自社ソリューションの中心として「WebAS Component」、「ITマネジメントサービス」を引き続いて強化すると

ともに、ロジスティクス、リテイル等の得意・成功分野をコアソリューションとして育成強化してまいります。ま

た、SaaSにつき既存グループウェア商品のエンハンスを実施するとともに、新アプリの取り組み強化により本格的

展開を図ります。 

５）徹底したコストマネジメント 

 ソフトウエア開発では昨年より本格実施にはいった中国でのオフショア開発を強化しコストダウンに努めます。

また、徹底した経費節減に加え、内部コスト合理化のためのプロセス改革、外部調達コストマネジメント等を着実

に実行し収益環境を改善します。 

６）サポートサービス部門の構造改善推進 

 既存の保守収入の減少に対し、サービス営業の強化による新しいサービス領域の拡大を図るとともに、ITスキ

ル、プロマネスキル等の強化によりITマネジメントサービスへの対応力強化を実施することで収益の確保と事業の

拡大を図ります。 

７）コンストラクション部門の転換推進 

 情報機器や通信機器の導入に伴う単純な導入設置工事や付帯工事、保全ビジネスから脱却し、ネットワークやオ

フィスに関する新しい技術に基づく環境、省エネ等の提案型ソリューションビジネスへの転換を促進し、事業の拡

大と高付加価値化を図ります。 

  

 当社グループにおきましては、営業、システム、サポートサービス、コンストラクションの総合力を発揮すること

で受注・売上拡大に努め、厳しい事業環境を克服して業績向上に努めてまいります。 

［平成21年度連結業績見通し］ 

 平成21年度の業績につきましては、売上高は140,000百万円（当期比7.9％減）、営業利益は3,200百万円（同

15.8％減）、経常利益は2,400百万円（同20.1％減）、当期純利益は1,300百万円（同24.4％減）を予想しておりま

す。 

  
第2四半期連結累計会計期間 通期 

平成20年度 平成21年度 増減率（％） 平成20年度 平成21年度 増減率（％）

売上高（百万円）  70,594   64,000   △9.3  152,070   140,000   △7.9

営業利益（百万円）  1,190   500   △58.0  3,799   3,200   △15.8

経常利益（百万円）  782   150   △80.8  3,003   2,400   △20.1

当期純利益（百万円）  312   50   △84.0  1,720   1,300   △24.4
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(2）財政状態に関する分析 

①主要な資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

 総資産は、前連結会計年度末より4,301百万円減少(前年比3.8%減)し、109,959百万円となりました。受取手形及び

売掛金は2,116百万円増加し、たな卸資産は4,202百万円減少しました。受取手形及び売掛金の増加は、第４四半期に

売上債権の売却による資金化を行わなかったためであります。たな卸資産の減少は、受注の減少及び効率化によるも

のであります。 

（負債） 

 負債は、前連結会計年度より4,747百万円減少（同9.1%減）して47,253百万円となりました。支払手形及び買掛金

は、第４四半期の機器の仕入及びソフトウェア開発の外注費の減少により、5,618百万円減少しました。 

（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度より445百万円増加（同0.7%増）して62,705百万円となりました。利益剰余金が、当期

純利益の計上により1,720百万円増加した一方、配当により500百万円減少しました。自己株式は、市場買付けにより

398万円増加（純資産は減少）しました。また、保有する有価証券の価格下落により、その他有価証券評価差額金が

375百万円減少しました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 
  

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動、投資活動及び財務活動に

よるキャッシュ・フローがそれぞれ減少したため、期首より8,622百万円減少し11,392百万円（前年比43.1%減）とな

りました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は536百万円となりました。「税金等調整前当期純利益」3,308百万円及び「たな卸資

産の減少額」4,202百万円が資金の増加要因となりましたが、「売上債権の増加額」2,122百万円、「仕入債務の減少

額」5,618百万円及び「法人税等の支払額」1,635百万円など資金の減少要因が全体として上回りました。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は7,188百万円となりました。有価証券・投資有価証券の取得による支出10,575百万

円が、同売却による収入3,962百万円を上回ったことが主な要因であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は898百万円となりました。配当金の支払による支出499百万円、及び自己株式の取得

による支出398百万円等により減少しました。 
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［連結キャッシュ・フローの状況］ 

［キャッシュ・フロー関連指標の推移］ 

※ 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 

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 

１．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。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）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、利払いについては、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 

 利益配分につきましては、株主の皆様への安定的・機動的な配当と、事業基盤の安定・拡充に備えるための内部留

保の充実を、総合的に考慮して決定することを基本方針としております。 

 内部留保資金につきましては、新サービスの提供のために活用してまいります。 

［配当］ 

 当事業年度の期末配当金につきましては、厳しい事業環境ではありますが、継続的に株主の皆様のご支援にお応え

すべく、1株につき11円とし、支払開始日を平成21年6月9日といたします。 

 この結果、中間配当金1株あたり9円と合わせた年間配当金は1株当たり20円となります。 

  

平成18年度 
(自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日)

平成19年度 
(自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日) 

平成20年度 
(自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日)

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  1,689  △453   △536

  投資活動によるキャッシュ・フロー  1,124  △16,857   △7,188

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △399  △451   △898

現金及び現金同等物の増減額  2,414  △17,762   △8,622

現金及び現金同等物の期末残高  37,777  20,015   11,392

  
平成18年度 

(自平成18年４月１日 
至平成19年３月31日)

平成19年度 
(自平成19年４月１日 
至平成20年３月31日) 

平成20年度 
(自平成20年４月１日 
至平成21年３月31日)

自己資本比率（％）  51.8  54.5   57.0

時価ベースの自己資本比率（％）  41.0  26.8   28.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率

（％） 
－ － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － 
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 有価証券報告書（平成19年6月26日提出）における「事業系統図」から重要な変更がないため開示を省略いたしま

す。 

  

  

(1）会社の経営の基本方針 

 「中期経営計画の経営目標値」以外の項目につきましては、平成19年3月期中間決算短信（平成18年10月26日開示）

により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.fjb.fujitsu.com 

 (東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 「中期経営計画の経営目標値」につきましては、平成19年3月期決算短信（平成19年4月26日開示）により開示を行

った内容から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

 当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

 http://www.fjb.fujitsu.com 

  (東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 なお、当該「中期経営計画の経営目標値」は、平成21年3月期で終了しており、その達成状況・評価および次期の

「中期経営計画の経営目標値」については検討中であります。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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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 11,312 10,243

受取手形及び売掛金 40,100 42,217

有価証券 5,526 5,892

たな卸資産 11,640 ※1  7,437

繰延税金資産 2,008 1,801

預け金 23,675 21,000

その他 565 441

貸倒引当金 △12 △17

流動資産合計 94,817 89,016

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,246 1,125

工具、器具及び備品（純額） 598 546

土地 1,083 1,083

建設仮勘定 86 44

有形固定資産合計 ※2  3,016 ※2  2,800

無形固定資産   

ソフトウエア 936 797

その他 ※3  163 ※3  162

無形固定資産合計 1,099 959

投資その他の資産   

投資有価証券 ※4  8,875 ※4  9,926

繰延税金資産 4,890 5,495

その他 2,045 2,210

貸倒引当金 △484 △449

投資その他の資産合計 15,327 17,182

固定資産合計 19,443 20,942

資産合計 114,260 109,959

(株)富士通ビジネスシステム(8092)　平成21年３月期　決算短信

－　9　－



（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   

支払手形及び買掛金 30,660 25,042

未払法人税等 1,478 1,577

その他 8,345 8,112

流動負債合計 40,484 34,731

固定負債   

退職給付引当金 11,235 12,092

役員退職慰労引当金 281 262

その他 － 166

固定負債合計 11,516 12,521

負債合計 52,000 47,253

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,220 12,220

資本剰余金 11,811 11,811

利益剰余金 38,525 39,745

自己株式 △7 △406

株主資本合計 62,549 63,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △289 △665

評価・換算差額等合計 △289 △665

純資産合計 62,259 62,705

負債純資産合計 114,260 109,959
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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 148,855 152,070

売上原価 122,692 125,048

売上総利益 26,163 27,022

販売費及び一般管理費 ※1,2  22,510 ※1,2  23,222

営業利益 3,652 3,799

営業外収益   

受取利息及び配当金 968 －

受取利息 － 435

受取配当金 － 17

持分法による投資利益 10 3

雑収入 112 90

営業外収益合計 1,090 546

営業外費用   

退職給付積立不足償却額 1,253 1,253

雑支出 104 88

営業外費用合計 1,358 1,342

経常利益 3,385 3,003

特別利益   

貸倒引当金戻入額 33 2

投資有価証券売却益 16 793

投資等売却益 ※3  511 －

その他 0 －

特別利益合計 562 795

特別損失   

投資有価証券評価損 37 477

その他の投資評価損 2 11

投資等償還損 － 1

投資有価証券売却損 50 0

事業構造改善費用 ※4  423 －

特別損失合計 513 490

税金等調整前当期純利益 3,434 3,308

法人税、住民税及び事業税 1,613 1,735

法人税等調整額 △32 △147

法人税等合計 1,580 1,587

当期純利益 1,853 1,720

(株)富士通ビジネスシステム(8092)　平成21年３月期　決算短信

－　11　－



（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 12,220 12,220

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,220 12,220

資本剰余金   

前期末残高 11,811 11,811

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,811 11,811

利益剰余金   

前期末残高 37,122 38,525

当期変動額   

剰余金の配当 △450 △500

当期純利益 1,853 1,720

当期変動額合計 1,403 1,219

当期末残高 38,525 39,745

自己株式   

前期末残高 △6 △7

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △398

当期変動額合計 △1 △398

当期末残高 △7 △406

株主資本合計   

前期末残高 61,147 62,549

当期変動額   

剰余金の配当 △450 △500

当期純利益 1,853 1,720

自己株式の取得 △1 △398

当期変動額合計 1,402 820

当期末残高 62,549 63,370

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 216 △289

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △506 △375

当期変動額合計 △506 △375

当期末残高 △289 △665

純資産合計   

前期末残高 61,363 62,259

当期変動額   

剰余金の配当 △450 △500

当期純利益 1,853 1,720

自己株式の取得 △1 △398

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △506 △375

当期変動額合計 896 445

当期末残高 62,259 62,705
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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 3,434 3,308

減価償却費 816 773

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14 857

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 65 △18

貸倒引当金の増減額（△は減少） △72 △29

受取利息及び受取配当金 △968 △452

持分法による投資損益（△は益） △10 △3

投資有価証券評価損益（△は益） 37 477

投資その他の資産評価損 2 11

投資等償還損 － 1

投資有価証券売却益 △16 －

投資有価証券売却損 50 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △792

投資等売却益 △511 －

事業構造改善費用 423 －

有形固定資産除却損 22 8

無形固定資産除却損 0 －

その他の損益（△は益） 23 43

売上債権の増減額（△は増加） 3,218 △2,122

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,162 4,202

その他の資産の増減額（△は増加） 383 373

仕入債務の増減額（△は減少） △4,883 △5,618

未払消費税等の増減額（△は減少） △39 28

その他の負債の増減額（△は減少） △382 115

小計 417 1,161

利息及び配当金の受取額 949 361

事業再編による支出 － △423

法人税等の支払額 △1,820 △1,635

営業活動によるキャッシュ・フロー △453 △536

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 － △50

有価証券の取得による支出 △2,995 △6,600

有価証券の売却による収入 3,395 2,788

預け金の預入による支出 △20,000 △20,000

預け金の払戻による収入 － 20,000

有形固定資産の取得による支出 △299 △162

無形固定資産の取得による支出 △238 △298

投資有価証券の取得による支出 △2,103 △3,974

投資有価証券の売却による収入 4,740 1,174

敷金及び保証金の差入による支出 △24 △77

敷金及び保証金の回収による収入 51 23

投資その他の資産の取得による支出 △88 －

投資その他の資産の回収による収入 703 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） － △11

その他 1 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,857 △7,188
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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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △450 △499

自己株式の取得による支出 － △398

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △451 △898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,762 △8,622

現金及び現金同等物の期首残高 37,777 20,015

現金及び現金同等物の期末残高 ※  20,015 ※  11,392
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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  本連結財務諸表は、すべての子会社３社

を連結したものであります。 

同左 

  （連結子会社名） 

 エフ・ジェイ・ビー・サプライ㈱ 

 ＦＪＢエージェント㈱ 

 コンテンツ・プランナー㈱ 

（連結子会社名） 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1)持分法適用の関連会社数 １社 

ウェブテクノロジー㈱ 

(1)持分法適用の関連会社数 １社 

同左 

  (2）持分法を適用していない関連会社 

（㈱三光通信他1社）は、当期純利益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

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。 

(2）持分法を適用していない関連会社 

（貝斯(無錫)信息系統有限公司、他2

社）は、当期純利益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いても連結

財務諸表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 

満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結会計年度末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部純資

産直入法によって処理し、売却原価

は移動平均法により算定しておりま

す。） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

    主として移動平均法に基づく原 

   価法 

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

機器及び材料 

 先入先出法による原価法 

② たな卸資産 

商品及び製品、原材料及び貯蔵品 

 先入先出法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切り下げの方法により算定） 

  仕掛品 

 個別法による原価法 

仕掛品 

 個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切り下

げの方法により算定） 
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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） 

  ―――――― （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日公表分）

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。 

(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 

定額法 

 減価償却費の計算には見積耐用年数を

使用しております。 

① 有形固定資産 

同左 

  （主な耐用年数） 

建物及び構築物   ３～50年 

工具器具及び備品  ２～20年  

（主な耐用年数） 

同左 

  （有形固定資産の減価償却方法の変更及

び耐用年数・残存価額の見直し） 

 従来、有形固定資産の減価償却の方法

は主として定率法を採用しておりました

が、当連結会計年度から定額法へ変更し

ました。あわせて耐用年数についてもビ

ジネスごとに実態に応じた回収期間を反

映したものとし、残存価額についても実

質的残存価額としました。 

 この変更は、当連結会計年度より親会

社である富士通株式会社が有形固定資産

の減価償却方法を定率法から定額法に変

更することに伴い、親子会社間の会計処

理を統一すること、また、当社グループ

の減価償却費をより適正に期間配分する

ことを目的としております。 

 当社グループの有形固定資産は、耐用

年数にわたってほぼ平均的に利用してお

ります。うち、工具器具及び備品の大部

分を占めるサーバ・ネットワーク機器

は、使用期間にわたる定額保守契約が一

般化し、設備修繕費用はほぼ平準化して

おります。 

 また、アウトソーシングサービスな

ど、役務提供期間にわたって収益認識を

するサービスへの設備投資が近年増加し

ており、こうした設備投資の状況を適時

に把握できるような社内体制も整備され

ました。 

 これによる影響額は軽微であります。

―――――― 
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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 無形固定資産 

 市場販売目的のソフトウェアについて

は、主として見込販売数量（有効期間３

年）に基づく方法、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内における利用可能

期間（５年以内）に基づく定額法を採用

しております。 

② 無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

① 貸倒引当金 

 当連結会計年度末に有する売掛金、貸

付金その他これらに準ずる債権の貸倒れ

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

性を検討し、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 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。 

 会計基準変更時差異は、10年による均

等額を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による定額法により

費用処理しております。 

 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

期間に基づく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。 

② 退職給付引当金 

同左 

  ③ 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。 

③ 役員退職慰労引当金 

同左 

(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

成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

  ② ソフトウェア開発契約の収益認識基準

 ソフトウェアの開発契約のうち一定金

額以上のものについては、進行基準によ

り収益を認識しております。 

② ソフトウェア開発契約の収益認識基準

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．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 全面時価評価法を採用しております。 同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 ５年間の定額法により償却を行っており

ます。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３カ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 

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。 

――――――  （サービスビジネス営業費用の計上区分の変更） 

 従来、サービスビジネス営業費用については、売上原

価に計上しておりましたが、当連結会計年度より、販売

費及び一般管理費に計上する方法に変更しました。 

 当社グループでは、保守サービス分野の構造改革と

して、ハードウェア保守を担当していた従業員の一部

について、サービスビジネス営業への職種転換を段階

的に進めてきました。こうした職種転換が終了し、当

連結会計年度よりサービスビジネス営業に専従する体

制が整備されたため、この変更を行ったものでありま

す。 

 これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度

の売上原価は1,164百万円減少し、販売費及び一般管理

費は同額増加しております。 
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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） 

────── 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取

得による支出」は、前連結会計年度は「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区

分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「自己株式の取得による支出」は1百万円であります。 

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 たな卸資産の内訳 

商品及び製品 

仕掛品 

原材料及び貯蔵品 

 

 128

7,282

27

 

百万円

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 4,779 百万円 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 4,832 百万円

※３ のれんの額 2 百万円 ※３ のれんの額   1 百万円

※４ 関連会社に対するもの ※４ 関連会社に対するもの 

投資有価証券（株式）    162 百万円 投資有価証券（株式）   198 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及び金額 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

従業員給料手当 8,089百万円

従業員賞与 2,923 

ソフトウェア費 2,655 

退職給付費用 305 

役員退職慰労引当金繰入額 76 

従業員給料手当 8,650百万円

従業員賞与 3,074 

退職給付費用 721 

役員退職慰労引当金繰入額 

貸倒引当金繰入額  

70 

42 

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費  485百万円 一般管理費に含まれる研究開発費 405百万円

※３ 投資等売却益 

 保有資産の見直しとして売却した投資不動産の

売却益であります。 

―――――― 

  

※４ 事業構造改善費用 

 東日本地区におけるサポート体制の見直しに伴

う特別割増退職金であります。 

―――――― 
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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．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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  26,493  －  －  26,493

合計  26,493  －  －  26,493

自己株式         

普通株式（注）  4  0  －  5

合計  4  0  －  5

  
（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24日 

取締役会 
普通株式  238  9 平成19年３月31日 平成19年６月27日 

平成19年10月25日 

取締役会 
普通株式  211  8 平成19年９月30日 平成19年11月30日 

  
（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20年５月23日 

取締役会 
普通株式  264 利益剰余金  10 平成20年３月31日 平成20年６月９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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加284千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加284千株、単元未満

株式の買取りによる増加0千株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

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。  

  
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  26,493 － －  26,493

合計  26,493 － －  26,493

自己株式         

普通株式（注）  5  284 －  289

合計  5  284 －  289

  
（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23日取締

役会 
普通株式  264  10 平成20年３月31日 平成20年６月９日 

平成20年10月29日取締

役会 
普通株式  235  9 平成20年９月30日 平成20年12月１日 

  
（決議予定） 

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５月21日 

取締役会 
普通株式  288 利益剰余金  11 平成21年３月31日 平成21年６月９日

（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表に掲

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） （平成21年３月31日）

  

現金及び預金勘定 11,312百万円

有価証券勘定 5,526  

預け金勘定 23,675  

償還期間が３ヶ月を超える債券 △499  

預入期間が預入日から３ヶ月を

超える預け金 

△20,000  

現金及び現金同等物 20,015  

現金及び預金勘定 10,243百万円

有価証券勘定 5,892  

預け金勘定 21,000  

預入期間が預入日から３ヶ月を

超える定期預金 

△50  

償還期間が３ヶ月を超える債券 △5,692  

預入期間が預入日から３ヶ月を

超える預け金 

△20,000  

現金及び現金同等物 11,392  

（リース取引関係）
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１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

（有価証券関係）

  種類

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
表計上額 
（百万円） 

時価
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額
（百万円） 

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

るもの 

(1）国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

(2）社債  294  295  1  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  294  295  1  －  －  －

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

ないもの 

(1）国債・地方債等  －  －  －  －  －  －

(2）社債  －  －  －  297  292  △5

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  －  －  －  297  292  △5

合計  294  295  1  297  292  △5

  種類

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）

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） 

取得原価
（百万円） 

連結貸借対照
表計上額 
（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式  77  93  15  19  28  8

(2）債券  1,188  1,196  8  1,354  1,365  10

(3）その他  298  335  37  205  205  0

小計  1,564  1,625  61  1,578  1,598  19

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  124  80  △43  255  157  △98

(2）債券  896  890  △5  8,509  8,373  △135

(3）その他  5,183  4,693  △490  4,972  4,104  △867

小計  6,204  5,664  △540  13,738  12,635  △1,102

合計  7,768  7,289  △478  15,316  14,234  △1,082

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） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

 7,815  17  50  8,204  793  0
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４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 （注） 前連結会計年度において、有価証券について37百万円（上場株式2百万円、非上場株式34百万円）減損処理を

行っております。 

     当連結会計年度において、有価証券について477百万円（上場株式62百万円、非上場株式3百万円、その他411

百万円）減損処理を行っております。 

  

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので

該当事項はありません。 

  
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） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券     

非上場債券  2,002  502

(2）その他有価証券     

非上場株式  414  235

上場債券  －  199

短期の投資信託  4,028  －

投資事業組合への出資金  209  150

種類 

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年以内
（百万円） 

１年超５年
以内 
（百万円） 

５年超10年
以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

１年以内
（百万円） 

１年超５年
以内 
（百万円） 

５年超10年
以内 
（百万円） 

10年超
（百万円） 

１．債券                 

(1）国債・地方債

等 
－  － － － －  －  － －

(2）社債 1,200  1,100 200 － 4,470  3,200  200 －

(3）その他 300  1,102 － － 1,500  1,101  － －

２．その他 －  － － － －  －  － －

合計 1,500  2,202 200 － 5,970  4,301  200 －

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

前連結会計年度 当連結会計年度 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び当社の連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生

年金基金制度（東京都電設工業厚生年金基金）、企業年金制度

（キャッシュバランスプラン）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、退職給付会計に準拠した

数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払

う場合があります。 

 なお、厚生年金基金制度(東京都電設工業厚生年金基金)は、事

業主拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度で

あり、本制度に関する事項は次の通りであります。 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び当社の連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生

年金基金制度（東京都電設工業厚生年金基金）、企業年金制度

（キャッシュバランスプラン）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、退職給付会計に準拠した

数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払

う場合があります。 

 なお、厚生年金基金制度(東京都電設工業厚生年金基金)は、事

業主拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度で

あり、本制度に関する事項は次の通りであります。 

①制度全体の積立状況に関する事項(平成19年３月31日) 

（単位：百万円）

 年金資産の額 204,221

 年金財政計算上の給付債務の額 197,752

 差引額 6,469

①制度全体の積立状況に関する事項(平成20年３月31日) 

（単位：百万円）

 年金資産の額 180,777

 年金財政計算上の給付債務の額 206,841

 差引額 △26,063
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前連結会計年度 当連結会計年度 

②制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 13.7％

②制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合 

（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 13.0％

 ―――――― ③補足説明 

 上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債

務残高25,239百万円であります。過去勤務債務の償却方法は、

期間20年の元利均等償却であり、当社グループは、連結財務諸

表上、特別掛金を前連結会計年度427百万円、当連結会計年度

423百万円費用処理しております。なお、上記②の割合は、当社

グループの実際の負担割合とは一致しておりません。 

２．退職給付債務に関する事項（平成20年３月31日） ２．退職給付債務に関する事項（平成21年３月31日） 

（単位：百万円）

①退職給付債務 22,067

②年金資産 △11,274

③未積立退職給付債務（①＋②） 10,793

④会計基準変更時差異の未処理額 △2,507

⑤未認識数理計算上の差異 △851

⑥未認識過去勤務債務（債務の減額） 3,801

⑦退職給付引当金(③＋④＋⑤＋⑥） 11,235

（単位：百万円）

①退職給付債務 22,418

②年金資産 △9,416

③未積立退職給付債務（①＋②） 13,001

④会計基準変更時差異の未処理額 △1,253

⑤未認識数理計算上の差異 △3,112

⑥未認識過去勤務債務（債務の減額） 3,457

⑦退職給付引当金(③＋④＋⑤＋⑥） 12,092

（注） 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採

用しております。 

（注） 連結子会社は、退職給付債務の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（自平成19年４月１日 至平成20年３

月31日） 

３．退職給付費用に関する事項（自平成20年４月１日 至平成21年３

月31日） 

（単位：百万円）

①勤務費用(注２,３) 1,914

②利息費用 528

③期待運用収益 △536

④会計基準変更時差異の費用処理額 1,253

⑤数理計算上の差異の費用処理額 △124

⑥過去勤務債務の費用処理額 △343

⑦退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 2,693

（単位：百万円）

①勤務費用(注２,３) 1,945

②利息費用 546

③期待運用収益 △507

④会計基準変更時差異の費用処理額 1,253

⑤数理計算上の差異の費用処理額 63

⑥過去勤務債務の費用処理額 △343

⑦退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 2,957

（注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金494百万円を計上

しております。 

（注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金54百万円を計上

しております。 

２．厚生年金基金に対する事業主拠出額を含めておりま

す。 

２．厚生年金基金に対する事業主拠出額を含めておりま

す。 

３．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」に計上しております。 

３．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 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.5 ％

③期待運用収益率 4.5 ％

④数理計算上の差異の処理年数   

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 

⑤過去勤務債務の処理年数   
発生時の従業員の平均残存勤務期間 

⑥会計基準変更時差異の処理年数 10 年

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.5 ％

③期待運用収益率 4.5 ％

④数理計算上の差異の処理年数   

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 

⑤過去勤務債務の処理年数   
発生時の従業員の平均残存勤務期間 

⑥会計基準変更時差異の処理年数 10 年

（追加情報） 

 当連結会計年度より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正

（その２）」（企業会計基準第14号 平成19年５月15日）を適用

しております。 

―――――― 
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（税効果会計関係）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

繰延税金資産     

未払賞与 1,257 百万円

未払事業税 134  

貸倒引当金 159  

退職給付引当金 4,549  

役員退職慰労引当金 114  

投資有価証券 27  

その他有価証券評価差額金 197  

連結子会社の繰越欠損金に対す

る税効果 
19
  

その他 727  

繰延税金資産小計 7,186  

評価性引当額 △219  

繰延税金資産合計 6,967  

      

繰延税金負債     

プログラム等準備金 △7  

固定資産圧縮積立金 △60  

その他 △0  

繰延税金負債合計 △67  

繰延税金資産の純額 6,899  

流動資産－繰延税金資産 2,008 百万円

固定資産－繰延税金資産 4,890  

流動負債－繰延税金負債 －  

固定負債－繰延税金負債 －  

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項

目に含まれております。 

繰延税金資産     

未払賞与 1,276 百万円

未払事業税 140  

貸倒引当金 119  

退職給付引当金 4,897  

役員退職慰労引当金 106  

投資有価証券 93  

その他有価証券評価差額金 447  

連結子会社の繰越欠損金に対す

る税効果 
29
  

その他 547  

繰延税金資産小計 7,658  

評価性引当額 △299  

繰延税金資産合計 7,358  

      

繰延税金負債     

プログラム等準備金 △3  

固定資産圧縮積立金 △57  

その他 △0  

繰延税金負債合計 △61  

繰延税金資産の純額 7,296  

流動資産－繰延税金資産 1,801 百万円

固定資産－繰延税金資産 5,495  

流動負債－繰延税金負債 －  

固定負債－繰延税金負債 －  

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.50 ％

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
3.25

  

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 
△0.14

  

住民税均等割等 2.31  

評価性引当額 0.59  

その他 △0.49  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.02  

法定実効税率 40.50 ％

（調整）     

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
3.01

  

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 
△0.13

  

住民税均等割等 2.31  

評価性引当額 2.44  

その他 △0.14  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.99  
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 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは、情報通信分野におけるシステムインテグレーシ

ョン及びサービスの提供を行う単一の事業活動を営んでいるため、該当事項はありません。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国また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。 

 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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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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 

 （注）１．機器等の仕入については、パートナー契約に基づき、他のパートナーと同一条件で取引しております。 

２．サービスビジネスの請負等については、一般的取引条件と同一条件で取引しております。 

３．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

(2）兄弟会社等 

 （注）１．保守の請負等については、一般的取引条件と同一条件で取引しております。 

２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 （注） 資金運用委託他については、市中金利等を勘案して決定しております。 

（関連当事者情報）

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（被所
有）割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

親会社 
富士通株

式会社 

川崎市 

中原区 
 324,625

ソフトウェ

ア・サービ

ス、情報処

理および通

信分野の製

品の開発、

製造、販売

およびサー

ビスの提供 

(被所有） 

直接52.6%

間接 0.1%

転籍 

８人 

当社取扱

商品の仕

入先、サ

ービスビ

ジネスの

請負等 

サービスビジ

ネスの請負等
 7,370 売掛金 3,168

機器等の仕入  54,974 買掛金 15,799

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（被所
有）割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

親会社の

子会社 

株式会社

富士通エ

フサス 

東京都 

港区 
 9,401

情報システ

ムの企画・

設計、導

入・構築、

運用・保守

までの総合

的なサービ

ス 

なし なし 
保守の請

負等 
保守の請負等  10,457 売掛金 1,868

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（被所
有）割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

親会社の

子会社 

富士通キ

ャピタル

株式会社 

東京都 

港区 
 100

富士通国内

グループ会

社に対する

金銭の貸付

及びこれに

付帯関連す

る一切の業

務 

なし なし 
資金の運

用委託他

資金の運用委

託 
 45,088 預け金 23,675
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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） 

  

（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。 

 これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

１．関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

(ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

  

(イ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

  

 （注）１．上記(ア）～(イ）の金額のうち、取引金額（資金の運用委託及び売上債権の売却を除く。）には消費税等

が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針 

(1）サービスビジネスの請負等については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

(2）機器等の仕入については、パートナー契約に基づき、他のパートナーの取引条件と同様に決定しており

ます。 

(3）保守の請負等については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

(4）資金の運用委託他については、市中金利等を勘案して決定しております。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 親会社情報 

 富士通株式会社（東京証券取引所、大阪証券取引所、名古屋証券取引所、フランクフルト証券取引所、ロンドン

証券取引所及びスイス証券取引所に上場） 

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（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 
  

富士通株式

会社 
  

川崎市中原

区 
  

324,625 
  

ソフトウェ

ア・サービ

ス、情報処

理および通

信分野の製

品の開発、

製造、販売

およびサー

ビスの提供

(被所有）

直接52.6% 
間接 0.1% 

当社取扱商

品の仕入

先、サービ

スビジネス

の請負等 
  

サービス

ビジネス

の請負等

 6,572 売掛金 2,302

機器等の

仕入 
 53,454 買掛金 12,845

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（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）

同一の親

会社を持

つ会社 

株式会社富

士通エフサ

ス 
東京都港区 9,401 

情報システ

ムの企画・

設計、導

入・構築、

運用・保守

までの総合

的なサービ

ス 

なし
保守の請負

等 
保守の請

負等 
 9,450 売掛金 1,657

同一の親

会社を持

つ会社 

富士通キャ

ピタル株式

会社 
東京都港区 100 

富士通国内

グループ会

社に対する

金銭の貸付

なし
資金の運用

委託他 

資金の運

用委託 
 33,799 預け金 21,000

売上債権

の売却 
 11,604 － －
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 （注） 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。 

（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（円）  2,350.47  2,393.01

１株当たり当期純利益金額（円）  69.98  65.57

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  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

が存在しないため記載しておりま

せん。 

同左 

  
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（百万円）  1,853  1,720

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）  1,853  1,720

期中平均株式数（株）  26,488,538  26,238,220

（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） 

（自己株式の取得） 

 当社は、平成20年４月28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、下記のとおり自己株式を取得

することを決議いたしました。 

―――――― 

(1）自己株式の取得を行う理由 

資本効率の向上を図るとともに、機動的な資本政策を

遂行するため。 

(2）取得の内容 

①取得する株式の種類 

普通株式 

②取得する株式の総数 

300,000株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割

合 1.1%） 

③取得価額の総額 

400百万円（上限） 

④取得する期間 

平成20年５月１日～平成20年６月13日 

 なお、上記の結果、普通株式284,200株（取得価額の総

額398百万円）を取得いたしました。 
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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 10,822 9,737

受取手形 2,274 1,696

売掛金 36,814 39,528

有価証券 5,526 5,892

機器及び材料 132 －

商品及び製品 － 112

仕掛品 11,482 7,272

原材料及び貯蔵品 － 27

繰延税金資産 1,974 1,770

預け金 23,675 21,000

未収入金 540 326

その他 77 163

貸倒引当金 △10 △17

流動資産合計 93,312 87,510

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,805 3,807

減価償却累計額 △2,593 △2,710

建物（純額） 1,211 1,097

構築物 227 227

減価償却累計額 △193 △200

構築物（純額） 34 27

工具、器具及び備品 2,561 2,447

減価償却累計額 △1,964 △1,901

工具、器具及び備品（純額） 597 545

土地 1,083 1,083

建設仮勘定 86 44

有形固定資産合計 3,014 2,799

無形固定資産   

ソフトウエア 932 789

電話加入権 153 153

その他 0 0

無形固定資産合計 1,086 943

投資その他の資産   

投資有価証券 8,710 9,724

関係会社株式 313 347

従業員長期貸付金 46 15

更生債権等 479 453

繰延税金資産 4,828 5,479

敷金及び保証金 1,378 1,432

その他 119 287

貸倒引当金 △477 △442

投資その他の資産合計 15,398 17,297

固定資産合計 19,499 21,040

資産合計 112,811 108,550
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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   

支払手形 23 20

買掛金 29,731 24,192

未払金 1,467 879

未払費用 3,554 3,685

未払法人税等 1,467 1,565

未払消費税等 1,175 1,197

前受金 1,671 1,723

預り金 196 187

その他 111 252

流動負債合計 39,399 33,704

固定負債   

退職給付引当金 11,128 11,984

役員退職慰労引当金 265 246

その他 － 163

固定負債合計 11,394 12,394

負債合計 50,793 46,098

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,220 12,220

資本剰余金   

資本準備金 11,811 11,811

資本剰余金合計 11,811 11,811

利益剰余金   

利益準備金 503 503

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 88 84

プログラム等準備金 19 13

別途積立金 33,458 33,458

繰越利益剰余金 4,212 5,432

利益剰余金合計 38,282 39,492

自己株式 △7 △406

株主資本合計 62,307 63,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △288 △665

評価・換算差額等合計 △288 △665

純資産合計 62,018 62,452

負債純資産合計 112,811 108,550
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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 142,918 146,643

売上原価 117,966 120,733

売上総利益 24,951 25,910

販売費及び一般管理費 21,334 22,190

営業利益 3,616 3,720

営業外収益   

受取利息及び配当金 176 －

受取利息 － 152

有価証券利息 794 282

受取配当金 － 18

雑収入 112 89

営業外収益合計 1,083 544

営業外費用   

退職給付積立不足償却額 1,253 1,253

雑支出 104 88

営業外費用合計 1,357 1,342

経常利益 3,341 2,922

特別利益   

貸倒引当金戻入額 27 2

投資有価証券売却益 16 793

投資等売却益 511 －

その他 0 －

特別利益合計 556 795

特別損失   

投資有価証券評価損 37 474

その他の投資評価損 2 11

投資等償還損 － 1

投資有価証券売却損 50 0

事業構造改善費用 423 －

特別損失合計 513 487

税引前当期純利益 3,384 3,230

法人税、住民税及び事業税 1,595 1,715

法人税等調整額 △25 △195

法人税等合計 1,569 1,520

当期純利益 1,815 1,710
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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 12,220 12,220

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,220 12,220

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 11,811 11,811

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,811 11,811

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 503 503

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 503 503

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 93 88

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △4 △4

当期変動額合計 △4 △4

当期末残高 88 84

プログラム等準備金   

前期末残高 32 19

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 △13 △5

当期変動額合計 △13 △5

当期末残高 19 13

特別償却準備金   

前期末残高 14 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △14 －

当期変動額合計 △14 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 33,458 33,458

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 33,458 33,458
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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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,816 4,212

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 4 4

プログラム等準備金の取崩 13 5

特別償却準備金の取崩 14 －

剰余金の配当 △450 △500

当期純利益 1,815 1,710

当期変動額合計 1,396 1,219

当期末残高 4,212 5,432

利益剰余金合計   

前期末残高 36,918 38,282

当期変動額   

剰余金の配当 △450 △500

当期純利益 1,815 1,710

当期変動額合計 1,364 1,209

当期末残高 38,282 39,492

自己株式   

前期末残高 △6 △7

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △398

当期変動額合計 △1 △398

当期末残高 △7 △406

株主資本合計   

前期末残高 60,943 62,307

当期変動額   

剰余金の配当 △450 △500

当期純利益 1,815 1,710

自己株式の取得 △1 △398

当期変動額合計 1,363 810

当期末残高 62,307 63,117

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 215 △288

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △504 △376

当期変動額合計 △504 △376

当期末残高 △288 △665

純資産合計   

前期末残高 61,159 62,018

当期変動額   

剰余金の配当 △450 △500

当期純利益 1,815 1,710

自己株式の取得 △1 △398

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △504 △376

当期変動額合計 859 433

当期末残高 62,018 62,452
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