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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 53,537 △9.4 4,022 △18.8 4,062 △20.0 1,832 △35.2
20年3月期 59,097 42.5 4,955 125.3 5,079 114.2 2,826 121.3

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 1,548.28 ― 6.3 10.2 7.5
20年3月期 2,388.65 ― 10.2 12.1 8.4

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

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 38,866 29,526 75.5 24,803.10
20年3月期 41,177 28,755 69.5 24,298.02

（参考） 自己資本   21年3月期  29,352百万円 20年3月期  28,617百万円

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 5,079 △2,371 △1,060 17,789
20年3月期 8,185 △1,980 △958 16,142

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 ― 200.00 ― 600.00 800.00 946 33.5 3.4
21年3月期 ― 300.00 ― 500.00 800.00 946 51.7 3.3
22年3月期 

（予想）
― 200.00 ― 300.00 500.00 32.9

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

24,000 △5.4 1,000 △44.6 1,000 △47.2 600 △37.7 507.00

通期 52,000 △2.9 3,300 △18.0 3,300 △18.8 1,800 △1.7 1,521.00



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） 

（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」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、30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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 1,183,431株 20年3月期 1,213,448株
② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  30,009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 50,973 △10.4 2,388 △32.8 2,782 △25.3 1,127 △46.8
20年3月期 56,902 37.2 3,553 93.7 3,724 86.1 2,119 98.5

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 952.52 ―
20年3月期 1,790.99 ―

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 37,405 26,832 71.7 22,673.17
20年3月期 38,904 26,800 68.9 22,646.64

（参考） 自己資本 21年3月期  26,832百万円 20年3月期  26,800百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、経済・事業環境の変動等にかかわる不確定要因により実際の業
績は、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は３ページ「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご参照下さい。 



(1）経営成績に関する分析 

① 平成21年３月期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、金融危機による世界経済の減速や株式・為替市場の大幅な変動等により、

企業収益の大幅減少や雇用情勢の悪化、設備投資の減少等が見られ、これまでになく厳しい景気後退局面にありまし

た。 

 当社グループの属するITサービス業界でも、顧客企業においてIT投資案件の減少や延期、凍結等が増加した上、IT

企業間競争も一層激しさを増し、厳しい状況となりました。 

 このような環境の中、当社グループは中期経営計画（平成20年３月期～平成22年３月期）の２年目として掲げたテ

ーマ「飛躍」の下、強固な業務基盤の確立と、既存収益基盤の拡大、新収益基盤の構築に取り組んでまいりました。

 具体的には、業務基盤の確立に向けては、分散していた東京地区拠点の集約（本社を港区愛宕に移転）による業務

効率の向上や、不採算案件発生防止に向けたプロジェクト管理体制の強化、前年度に統合した人事制度の改善、情報

システムの統合・刷新等を実施しました。 

 既存収益基盤の拡大に向けては、顧客業種別の営業組織体制による戦略的営業展開や、ERP（※１）ソリューショ

ン分野への取り組み強化、ネットワーク製品販売事業及びシステム運用管理事業の譲受けによるインフラソリューシ

ョンの拡充、システム開発パートナーとの連携強化等に取り組みました。 

 また、新収益基盤の構築に向けては、本社移転に伴い自社導入したユニファイド・コミュニケーション（※２）環

境を核とするワークスタイル・イノベーションビジネス（※３）への参入や、今後の注目が期待されるCREマネジメ

ント（※４）分野でのパッケージ展開等の新たな取り組みを開始しました。 

 当連結会計年度は上記のような経営施策を講じ、業績や企業価値の拡大に努めてまいりましたが、景気後退の影響

を受け、売上高は535億37百万円（前年同期比9.4％減）となりました。 

 利益面においては、当社グループを挙げた原価や販売費及び一般管理費の抑制、収益性の向上等に努めてまいりま

したが、売上高の減少や、本社移転に係る費用及び人事制度改善に伴う費用等の発生により、営業利益は40億22百万

円（同18.8％減）、経常利益は40億62百万円（同20.0％減）、当期純利益は18億32百万円（同35.2％減）となりまし

た。 

 （※１）ERPとはEnterprise Resource Plannningの略で、経営に必要な企業資源を総合的に管理し、経営の効率化を図る手法・概念を意

味します。 

（※２）あらゆるコミュニケーション手段、通信機器、メディアが統合され、場所を問わず誰とでもコミュニケーションを図ることができ

るプロセスを意味します。ユニファイド・コミュニケーションの目的は、様々なプロセスを簡略化することで業務を 適化し、従業員同士

のコミュニケーションを促進するものです。 

（※３）ICT（Information and Communication Technology）を活用して、社内間コミュニケーションの改善や情報共有の円滑化を図り、

業務効率を向上させることで、ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の実現を提供しようとするものです。 

（※４）CREとはCorporate Real Estateの略で、和訳すると「企業不動産」を意味します。CREマネジメントとは、企業が事業を営むにあ

たり所有・賃借する不動産を経営資源のひとつと捉え、戦略的に管理・活用し、企業価値の向上につなげていこうとするものです。 

１．経営成績



 当連結会計年度における当社グループの区分別売上の内訳と取り組み内容については、以下の通りです。 

  

※上記区分は当連結会計年度より採用したものです。平成20年３月期決算短信において、当区分による売上高を参考値として記載しており

ますが、上記の数値と異なっております（平成20年３月期決算短信では、コンサルティング：3,114百万円、システム構築：21,827百万

円、システム販売：11,629百万円、運用・保守・サービス：22,525百万円）。これは、より事業の実態に即した数値を開示するため、当第

１四半期より集計方法を変更したためであり、これに合わせて前連結会計年度の数値を組替え、上記に表示しております。なお、合計金額

に変更はありません。 

  

コンサルティング 

 IT投資動向の影響が及びやすいシステムコンサルティング及びコンタクトセンターコンサルティングの需要は低迷

しましたが、内部統制対応関連のコンサルティング案件は堅調に推移し、前年同期比において売上高は微増となりま

した。 

システム構築 

 大型システム構築案件の延期や見直しの発生、外資系金融事業者を中心としたコンタクトセンター構築案件の減少

等により、前年同期比において売上高は減少となりました。なお、不採算案件発生防止に向けたプロジェクト管理体

制の強化に努めた結果、当連結会計年度において大型の不採算案件は発生しておりません。 

システム販売 

 企業及び公共分野における投資抑制が影響し、ネットワーク機器関連を中心に案件の減少が見られ、売上高は前年

同期比において減少となりました。 

運用・保守・サービス 

 データセンター関連の売上高は、ほぼ横ばいで推移しました。運用・保守については、企業の業況感悪化に伴って

価格低減要求が高まっていますが、契約更新率の向上に努めてまいりました。その結果、売上高は前年同期比におい

て微減に留まりました。 

② 次期の見通し 

 次期の経済見通しにつきましては、金融危機による世界景気の後退が長期化する可能性があり、先行きの見通しは

非常に不透明であります。企業収益の悪化による設備投資の抑制や経費の削減はより厳しさを増すことが予想される

とともにITサービス業界への影響も懸念され、当社グループを取り巻く事業環境も厳しいものと見込まれます。 

 このような環境において、当社グループは、中期経営計画３年目として掲げたテーマ「挑戦」の下、主に事業スピ

ードの加速と競争力の向上を図ることで、事業基盤を強化し、当社グループの総合力を向上してまいります。 

 当社グループは合併以後、社内体制の構築・整備や事業採算性の徹底管理等に取り組み、新会社としての強固な経

営基盤を築いてまいりました。今後はこの経営基盤の下、「攻め」の姿勢を明確にし、IT業界内での存在感を高めな

がら「選ばれる企業」となるべく「挑戦」してまいります。 

 具体的には、まず、当社グループ全体で業務プロセスの見直しや意思決定の迅速化に取り組み、更にこれらを反映

した新しい情報システムを稼動させることで業務効率を向上し、事業スピードの加速につなげてまいります。 

 また、当社グループ内における事業推進体制を明確にし、各々の役割機能と責任の明確化を図ることで事業推進力

の強化を図り、当社グループの競争力向上につなげてまいります。主な取り組みとしては、新規ソリューションの企

区分 

 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) 

前年同期 

増減率 

（％） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

コンサルティング  2,864  4.9  2,878  5.4  0.5

システム構築  18,622  31.5  15,617  29.2  △16.1

システム販売  14,845  25.1  12,508  23.3  △15.7

運用・保守・サービス  22,765  38.5  22,533  42.1  △1.0

合計  59,097  100.0  53,537  100.0  △9.4



画・推進を行う営業企画部と、新規事業の創出や新市場への参入を推進する新事業企画開発部を新設し、事業推進力

を強化します。さらに、当社グループの主力事業であるネットワークインテグレーション事業（NI事業）とシステム

インテグレーション事業（SI事業）についても管理体制を明確にし、各事業の強化を図ってまいります。 

 以上により、次期の見通しにつきまして、業績予想を次のとおりと致します。 

（％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）

連結業績予想 

 なお、業績予想につきましては、当資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実

際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は388億66百万円となり、前連結会計年度末（平成20年３月末）に比べて

5.6％減少しました。 

 流動資産につきましては、有価証券35億円の増加等がありましたが、現金及び預金16億63百万円の減少、売上

の減少等による受取手形及び売掛金24億69百万円の減少、たな卸資産25億53百万円の減少等がありました。この

結果、前連結会計年度末に比べて30億84百万円減少しました。 

 固定資産につきましては、有形固定資産２億68百万円の減少、のれん１億58百万円の減少、その他無形固定資

産３億88百万円の増加、差入保証金６億68百万円の増加等がありました。この結果、前連結会計年度末に比べて

７億73百万円増加しました。 

 流動負債につきましては、支払手形及び買掛金18億13百万円の減少、未払法人税等７億81百万円の減少、賞与

引当金３億56百万円の減少等がありました。この結果、前連結会計年度末に比べて29億58百万円減少しました。 

固定負債につきましては、長期未払金１億２百万円の減少等がありました。この結果、前連結会計年度末に比

べて１億24百万円減少しました。 

 純資産の部は、資本剰余金22億59百万円の減少、利益剰余金７億67百万円の増加、自己株式22億59百万円の減

少等がありました。この結果、前連結会計年度末に比べて７億71百万円増加しました。 

② キャッシュ・フローの状況 

（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50億79百万円の収入となりました。これは主に、仕入債務の減少額18億

27百万円、差入保証金の増加額６億68百万円、法人税等の支払額19億９百万円等があったものの、税金等調整前

当期純利益33億81百万円、減価償却費13億83百万円、売上債権の減少額25億13百万円、たな卸資産の減少額24億

63百万円等があったことによるものです。 

（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23億71百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得の

ために16億73百万円の支出、無形固定資産の取得のために６億32百万円の支出等があったことによるものです。 

（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、10億60百万円の支出となりました。これは配当金の支払10億60百万円

等があったことによるものです。 

  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２四半期連結累計期間  24,000  △5.4  1,000  △44.6  1,000  △47.2  600  △37.7  507 00 

通  期  52,000  △2.9  3,300  △18.0  3,300  △18.8  1,800  △1.7  1,521 00 



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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注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。 

（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３） キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。 

（注４） 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払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いにつきましては、第14期までは連結損益計算書の支払利息を使用しておりました

が、より正確な数値を求めるために第15期より連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して

おります。なお、利払いに連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を用いた場合の第14期のインタ

レスト・カバレッジ・レシオは205.0になります。 

（参考資料）単体キャッシュ・フロー指標トレンド 

(3）利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと認識し、企業競争力及び企業価値の維持・向上

に努めることで、株主の皆様への利益還元を図りたいと考えています。このような観点から、経営基盤の強化や事業

の拡大に向けた内部資金の確保を念頭に、１株あたりの年間配当性向30％を基準としながら、財政状況や利益水準等

も勘案し、安定的な配当の維持に努めたいと考えております。さらに、配当施策のみならず、状況に応じて機動的な

利益還元策を実施することにより、株主の皆様への総合的な利益還元を図ってまいります。 

 

 当期の期末配当金につきましては、上記方針に沿って１株あたり500円の配当と致します。なお、年間配当金は平

成20年12月１日に実施済みの第２四半期末配当金300円と合わせ、800円となります。また、発行済株式総数の減少を

通じた株主利益の増進と資本効率の向上を図ることを目的に、平成20年５月13日付で、自己株式30,009.60株（当時

の発行済株式総数の2.47％）の消却を行いました。 

 次期の１株あたり配当金は、年間で500円（第２四半期末200円、期末300円）を予定しております。  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  
第14期 

平成17年３月期
第15期 

平成18年３月期
第16期 

平成19年３月期
第17期 

平成20年３月期 
第18期 

平成21年３月期

自己資本比率（％）  50.4  57.3  58.1  69.5  75.5

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 198.1  166.1  79.4  51.5  36.3

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率（年） 
 45.8  1.0  4.3 ― ― 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 
 205.9  2,533.8  1,275.4  72,909.5  777,666.1

  
第14期 

平成17年３月期

自己資本比率（％）  50.8

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 200.9

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率（年） 
 2.9

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 
 32.5



 「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」は、 近の有価証券報告書（平成20年６月20日提出）におけ

る内容から重要な変更がないため、開示を省略します。 

  

 なお、当社グループは、ICT（※１）ソリューションの提供を中心とした事業を行っており、当該一事業のみを事業 

の種類別セグメントとしておりますが、ディスクロージャー拡充の観点から事業の種類別セグメント情報に代えて当 

社グループのビジネス体系に沿った区分により開示を行っております。各区分の内容は、以下のとおりです。 

  

コンサルティング 

 内部統制構築や業務プロセス改善等の経営・業務にまつわるコンサルティングをはじめ、ICTの戦略的活用に関する 

コンサルティング、企業内コミュニケーション改善コンサルティング、CRM（※２）戦略／コンタクトセンター構築に 

まつわるコンサルティング、金融機関向けコンサルティング等、顧客企業の経営革新や業務改善をサポートする様々 

なコンサルティングサービスを提供しています。 

  

システム構築 

 長年にわたる製造・流通・金融・不動産など幅広い業界へのサービス提供を通じて蓄積した多種多様な業務ノウハ 

ウと、 新技術を広範囲にカバーする高い基礎技術力を融合し、顧客企業それぞれに 適なICTシステムを構築してい 

ます。ICTシステムの企画・立案から開発、運用・保守までのシステムライフサイクル全般を見据え、的確なトータ 

ル・システムインテグレーションを行います。ICTシステムの受託開発、システム開発に係わるインテグレーション 

サービス、システム拡張に伴い発生するシステムの開発・カスタマイズ等を提供しています。 

  

システム販売 

 顧客企業に 適なICTシステムを構築するために欠かすことのできないハードウェア/ソフトウェアを、幅広いプロ 

ダクトの中から厳選して提案します。マルチベンダーである利点を活かし、国内外における様々なトップベンダーの 

プロダクトから、長年の当社ノウハウを具現化して自社開発したパッケージソフトウェアまで、ベンダーを問わず顧 

客企業にとって 適なプロダクトを組み合わせて提案します。 

  

運用・保守・サービス 

 顧客企業に納品したICTシステムやプロダクトの運用・保守業務をはじめ、システム運用監視サービス、データセン 

ターを活用した運用・保守業務など、顧客企業における運用・保守業務を一括受託しています。当社グループではITIL

（※３）をベースとした運用・保守サービスを提供しており、運用プロセスの可視化と承認手続きの明確化、有事の 

際に追跡するための履歴管理が可能となります。 

 

（※１）ICTとはInformation and Communication Technologyの略であり、情報・通信に関する技術一般の総称です。ITとの違いは、ネットワ

ーク通信による情報共有を意識している点です。 

（※２）CRMとはCustomer Relationship Managementの略であり、情報システムを応用して企業が顧客と長期的な関係を築く手法のことです。

詳細な顧客データベースを元に、商品の売買から保守サービス、問い合わせやクレームへの対応など、個々の顧客とのすべてのやり取りを一

貫して管理することにより実現し、顧客のニーズにきめ細かく対応することで、顧客の利便性と満足度を高め、顧客を常連客として囲い込ん

で収益率の極大化をはかることを目的としています。 

（※３）ITILとはInformation Technology Infrastructure Libraryの略であり、ITシステムの運用・管理業務に関するベストプラクティスを

イギリス政府が書籍にまとめあげたものです。投資対効果の高い運用・管理サービスを、顧客ニーズに応じて適切に提供する際の業界標準と

なっています。 

  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 平成20年３月期中間決算短信（平成19年10月31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.mki.co.jp/ir/library/brief/index.html 

 （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）目標とする経営指標 

 当社グループは、「質」を重視した経営の追求という観点から、営業利益率及び純利益を重要な経営指標としてお

ります。本業の収益性を的確に把握し、収益力の向上と効率性を追求した経営を行うことで、企業価値の向上に努め

てまいります。 

 平成22年３月期におきましては、連結営業利益率6.3％、連結純利益18億円の確保を目標として掲げ、その達成を

目指してまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 平成20年３月期中間決算短信（平成19年10月31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.mki.co.jp/ir/library/brief/index.html 

 （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 

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは合併以後、財務報告内部統制体制を含む社内体制の構築・整備や事業採算性の徹底管理等に取り組

み、新会社としての強固な経営基盤を築いてまいりました。この経営基盤を礎に、中期経営計画３年目となる平成22

年３月期では「挑戦」というテーマの下、当社グループの総合力を向上させ、さらには今後の中長期的な成長へとつ

なげてまいります。 

 主には、事業スピードの加速と競争力の向上を図ることで、事業基盤を強化いたします。また、教育制度・人事制

度の充実や人財の積極採用に取り組み、人財力を強化いたします。さらに、当社グループ全体で情報化投資を進め、

IT統制と業務効率向上を図ります。 

 これらの施策を通じて当社グループの総合力向上を図り、IT業界内での存在感を高めながら「選ばれる企業」とな

ることを目指してまいります。  

 ※平成21年５月７日現在において４．連結財務諸表以降に関しての監査報告書を受領しておりません。 

３．経営方針



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 11,955 10,291 

受取手形及び売掛金 10,565 8,095 

有価証券 3,997 7,498 

たな卸資産 3,674 － 

商品及び製品 － 238 

仕掛品 － 883 

繰延税金資産 920 554 

その他 825 1,289 

貸倒引当金 △12 △9 

流動資産合計 31,926 28,841 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,238 5,318 

減価償却累計額 △1,846 △2,180 

建物及び構築物（純額） 3,392 3,137 

工具、器具及び備品 5,640 5,815 

減価償却累計額 △3,753 △3,944 

工具、器具及び備品（純額） 1,886 1,871 

土地 1,553 1,553 

その他 － 1 

減価償却累計額 － △0 

その他（純額） － 1 

有形固定資産合計 6,832 6,563 

無形固定資産   

のれん 384 225 

その他 541 930 

無形固定資産合計 926 1,155 

投資その他の資産   

投資有価証券 317 235 

長期貸付金 0 － 

繰延税金資産 252 175 

差入保証金 864 1,532 

その他 148 458 

貸倒引当金 △91 △97 

投資その他の資産合計 1,492 2,305 

固定資産合計 9,250 10,024 

資産合計 41,177 38,866 

2009/05/01 18:08:24
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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   

支払手形及び買掛金 4,969 3,155 

未払金 1,216 1,182 

未払法人税等 1,275 494 

前受金 2,726 2,768 

賞与引当金 1,031 674 

役員賞与引当金 93 58 

製品保証引当金 1 1 

受注損失引当金 63 － 

その他 647 732 

流動負債合計 12,025 9,067 

固定負債   

長期未払金 216 114 

退職給付引当金 12 － 

負ののれん 158 148 

その他 9 9 

固定負債合計 395 271 

負債合計 12,421 9,339 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,113 4,113 

資本剰余金 16,730 14,470 

利益剰余金 10,058 10,825 

自己株式 △2,259 － 

株主資本合計 28,643 29,410 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △49 

繰延ヘッジ損益 △15 2 

為替換算調整勘定 △9 △10 

評価・換算差額等合計 △26 △57 

少数株主持分 138 173 

純資産合計 28,755 29,526 

負債純資産合計 41,177 38,866 

2009/05/01 18:08:24
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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 59,097 53,537 

売上原価 44,086 37,752 

売上総利益 15,011 15,785 

販売費及び一般管理費 10,055 11,763 

営業利益 4,955 4,022 

営業外収益   

受取利息 34 68 

受取配当金 4 5 

受取保険配当金 10 16 

為替差益 83 39 

負ののれん償却額 9 9 

持分法による投資利益 20 20 

その他 77 47 

営業外収益合計 240 207 

営業外費用   

支払利息 0 0 

たな卸資産廃棄損 116 － 

貸倒引当金繰入額 － 15 

賃貸費用 － 151 

その他 0 0 

営業外費用合計 117 166 

経常利益 5,079 4,062 

特別利益   

固定資産売却益 73 0 

投資有価証券売却益 49 3 

会員権売却益 4 － 

貸倒引当金戻入額 4 3 

受取訴訟案件損害賠償金等 24 － 

退職給付制度間移行利益 69 － 

投資有価証券清算益 0 － 

特別利益合計 225 7 

特別損失   

たな卸資産評価損 － 86 

たな卸資産廃棄損 － 2 

固定資産除却損 172 380 

投資有価証券評価損 7 8 

人事制度移行損失 － ※1  206 

厚生年金基金脱退特別掛金 57 － 

ＩＤＣ拡張工事撤去作業費用 35 － 

その他 0 3 

特別損失合計 273 687 

税金等調整前当期純利益 5,031 3,381 

法人税、住民税及び事業税 1,551 1,050 

法人税等調整額 608 463 

法人税等合計 2,159 1,513 

少数株主利益 44 35 

当期純利益 2,826 1,832 

2009/05/01 18:08:24
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,113 4,113 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,113 4,113 

資本剰余金   

前期末残高 6,919 16,730 

当期変動額   

合併による増加 9,811 － 

自己株式の消却 － △2,259 

当期変動額合計 9,811 △2,259 

当期末残高 16,730 14,470 

利益剰余金   

前期末残高 7,496 10,058 

当期変動額   

合併による増加 577 － 

剰余金の配当 △841 △1,065 

当期純利益 2,826 1,832 

当期変動額合計 2,562 767 

当期末残高 10,058 10,825 

自己株式   

前期末残高 △2,259 △2,259 

当期変動額   

自己株式の取得 － △0 

自己株式の消却 － 2,259 

当期変動額合計 － 2,259 

当期末残高 △2,259 － 

株主資本合計   

前期末残高 16,269 28,643 

当期変動額   

合併による増加 10,388 － 

剰余金の配当 △841 △1,065 

当期純利益 2,826 1,832 

自己株式の取得 － △0 

当期変動額合計 12,373 767 

当期末残高 28,643 29,410 

2009/05/01 18:08:24
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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 － △1 

当期変動額   

合併による増加 1 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 △48 

当期変動額合計 △1 △48 

当期末残高 △1 △49 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △3 △15 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 17 

当期変動額合計 △11 17 

当期末残高 △15 2 

為替換算調整勘定   

前期末残高 － △9 

当期変動額   

合併による増加 1 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 △0 

当期変動額合計 △9 △0 

当期末残高 △9 △10 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △3 △26 

当期変動額   

合併による増加 3 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26 △31 

当期変動額合計 △22 △31 

当期末残高 △26 △57 

少数株主持分   

前期末残高 － 138 

当期変動額   

合併による増加 93 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 44 35 

当期変動額合計 138 35 

当期末残高 138 173 

純資産合計   

前期末残高 16,266 28,755 

当期変動額   

合併による増加 10,485 － 

剰余金の配当 △841 △1,065 

当期純利益 2,826 1,832 

自己株式の取得 － △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18 4 

当期変動額合計 12,488 771 

当期末残高 28,755 29,526 
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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 5,031 3,381 

減価償却費 1,206 1,383 

のれん償却額 192 200 

負ののれん償却額 △9 △9 

持分法による投資損益（△は益） △20 △20 

固定資産売却損益（△は益） △73 △0 

固定資産除却損 172 380 

投資有価証券売却損益（△は益） △49 △3 

投資有価証券評価損益（△は益） 7 8 

会員権売却損益（△は益） △4 － 

たな卸資産廃棄損 116 2 

たな卸資産評価損 － 86 

人事制度移行損失 － 206 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △376 2 

賞与引当金の増減額（△は減少） △132 △356 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 52 △35 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △453 △12 

受注損失引当金の増減額（△は減少） △90 △63 

受取利息及び受取配当金 △39 △89 

支払利息 0 0 

売上債権の増減額（△は増加） 4,387 2,513 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,644 2,463 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,329 △1,827 

未収入金の増減額（△は増加） 1,464 － 

未払消費税等の増減額（△は減少） △412 △68 

差入保証金の増減額（△は増加） 145 △668 

その他 △897 △571 

小計 9,532 6,901 

利息及び配当金の受取額 37 88 

利息の支払額 △0 △0 

法人税等の支払額 △1,384 △1,909 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,185 5,079 
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の解約に伴う収入 4 － 

短期貸付金の回収による収入 0 － 

長期貸付金の回収による収入 8 3 

有形固定資産の取得による支出 △1,958 △1,673 

有形固定資産の売却による収入 5 － 

無形固定資産の取得による支出 △227 △632 

無形固定資産の売却による収入 120 15 

投資有価証券の取得による支出 － △21 

投資有価証券の売却による収入 60 28 

投資の清算による収入 15 － 

連結除外を伴う子会社出資金の売却に伴う支出 △5 － 

営業譲受による支出 － △87 

会員権の取得による支出 △14 － 

会員権の売却による収入 8 － 

その他 1 △4 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,980 △2,371 

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） △120 － 

自己株式の取得による支出 － △0 

配当金の支払額 △838 △1,060 

財務活動によるキャッシュ・フロー △958 △1,060 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,233 1,647 

合併及び新規連結に伴う現金及び現金同等物の受入
高 2,359 － 

現金及び現金同等物の期首残高 8,549 16,142 

現金及び現金同等物の期末残高 16,142 17,789 
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記

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 連結子会社数 ３社 

 連結子会社名 

MKIテクノロジーズ㈱ 

MKIネットワーク・ソリューションズ㈱ 

MKI(U.S.A.),Inc. 

なお、平成19年４月１日付の当社と三井

情報開発㈱との合併に伴い、エムケイアイ

ソフトウェアサービス㈱、MKIネットワー

ク・ソリューションズ㈱、MKI

(U.S.A),Inc.、三井信息技術（杭州）有限

公司が当社連結子会社となりました。ま

た、平成19年10月１日付でMKIテクノサー

ビス㈱（旧アダムネットテクノサービス

㈱）を存続会社、エムケイアイソフトウェ

アサービス㈱を被合併会社とする子会社同

士の合併を行い、商号をMKIテクノロジー

ズ㈱に変更いたしました。この結果、MKI

テクノロジーズ㈱は企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第７項に定める特定子

会社となり、エムケイアイソフトウェアサ

ービス㈱は連結範囲から除外いたしまし

た。また、三井信息技術（杭州）有限公司

については、平成20年３月20日付で出資持

分の譲渡を行ったため、連結の範囲から除

外しております。 

連結子会社数 ３社 

連結子会社名 

MKIテクノロジーズ㈱ 

MKIネットワーク・ソリューションズ㈱ 

MKI(U.S.A.),Inc. 

  

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用の関連会社数 ２社 

会社名 

㈱クレディスト 

㈱メビウス 

なお、平成19年４月１日付の三井情報開

発㈱との合併に伴い、同社の持分法適用の

関連会社である上記２社を同日より持分法

適用範囲に含めております。 

持分法適用の関連会社数 ２社 

会社名 

㈱クレディスト 

㈱メビウス 

  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結の範囲から除外した三井信息技術

(杭州)有限公司の決算日は、12月31日で

あります。連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同決算日現在の財務諸表を使用し

ております。 

 但し、１月１日から持分の譲渡日まで

の期間に発生し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。 

 すべての連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。 
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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） 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

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 

（1）商品 

移動平均法による原価法 

③たな卸資産 

（1）商品及び製品 

移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定） 

  （2）仕掛品 

個別法による原価法 

（2）仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定） 

    

  

 （会計方針の変更） 

たな卸資産の評価基準及び評価方法

は、従来、原価法によっておりました

が、当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号）が適用されたことに伴い、原価法

によるも、収益性が低下しているたな卸

資産については、簿価を切下げる方法に

より算定しております。これにより、当

連結会計年度の営業利益及び経常利益

は、それぞれ33百万円減少しておりま

す。 

また、たな卸資産期首残高に係る評価

損79百万円を当連結会計年度において特

別損失に計上した結果、当連結会計年度

の税金等調整前当期純利益は１億12百万

円減少しております。  
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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 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につい

ては定額法、在外連結子会社は定額法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。  

  建物及び構築物 ８年～36年 

  工具器具及び備品 ４年～15年 

①有形固定資産 

同左 

  （会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税

法改正に伴い、当連結会計年度より平

成19年４月１日以降に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

これによる、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。 

      ───── 

  （追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、法人税

法改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。 

これによる、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無形固定資産 

 定額法 

 なお、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）に基

づく定額法 

 また、のれんについては、３年から

５年間の期間で均等償却しておりま

す。 

②無形固定資産 

 定額法 

 なお、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）に基

づく定額法、市場販売目的ソフトウェ

アについては、見込販売収益に基づく

償却額又は当該ソフトウェアの残存有

効期間（３年）に基づく定額法償却額

のいずれか大きい額を計上する方法に

よっております。 

 また、のれんについては、３年から

５年間の期間で均等償却しておりま

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） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

①貸倒引当金 

同左 

  ②賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち当期の

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 

 役員に対する賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当期の負

担額を計上しております。 

③役員賞与引当金 

同左 

  ④製品保証引当金 

 ソフトウェアの請負開発契約におい

て、保証期間中の瑕疵担保等の費用支

出に備えるため、過去の実績に基づい

て算出した発生見込額を計上しており

ます。 

④製品保証引当金 

同左 

  ⑤受注損失引当金 

受注案件に係る将来の損失に備える

ため、受注済案件のうち当連結会計年

度末において将来の損失が見込まれ、

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、翌連結会

計年度以降に発生が見込まれる損失を

引当計上しております。 

⑤受注損失引当金       

受注案件に係る将来の損失に備える

ため、受注済案件のうち当連結会計年

度末において将来の損失が見込まれ、

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、翌連結会

計年度以降に発生が見込まれる損失を

引当計上しております。 

なお、当連結会計年度末においては

該当がないため計上しておりません。  

  ⑥退職給付引当金 

連結子会社の一部は、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の見込額に基づ

き、当連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を計上しており

ます。 

⑥      ───── 

  

  （追加情報） 

  連結財務諸表提出会社は、平成20年

１月に退職一時金制度の全部を確定拠

出年金制度へ移行しております。 

 本移行に伴い、特別利益に「退職給

付制度間移行利益」69百万円を計上し

ております。 

       ─────

(4）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

───── 
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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。 

 ただし、為替予約について振当処理

の要件を満たしている場合には、振当

処理を採用しております。 

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 

 為替予約取引、通貨オプション取

引、通貨スワップ取引、外貨建有価証

券及び外貨建定期預金を手段としてお

ります。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同左 

  ・ヘッジ対象 

 外貨建金銭債務及び外貨建購入予定

取引を対象としております。 

・ヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 外貨建輸入取引に係る将来の外国為

替相場変動リスクをヘッジするため

に、社内規程に基づき、過去の取引事

例を勘案し、現状の取引に対応して行

っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の相場変動額とヘッジ対

象の相場変動額を比較すること等によ

って、ヘッジの有効性を確認しており

ます。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(6）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方法 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 全面時価評価法によっております。 同左 

６．負ののれんの償却に関す

る事項 

 負ののれんの償却については、20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ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

――――― （リース取引に関する会計基準）  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用しております。 

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。 

この変更による損益への影響はありません。 

――――― （「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い」の適用） 

当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取り扱い」（実務対応報告第

18号）を適用しております。 

なお、この変更による損益への影響はありません。   

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成21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） 

――――― 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

（技術者の営業支援活動関連費用の計上区分の変更） 

システム構築区分の案件における、技術者の営業支援活

動に関連して発生する人件費及び諸経費につきましては、

従来売上原価に計上しておりましたが、当期首に行った改

組により技術者を一部門に集約したことから、他のビジネ

ス区分との統一を図るべく、当連結会計年度より当該費用

を販売費に計上することといたしました。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて当連結会計

年度の売上原価は５億69百万円減少し、売上総利益と販売

費及び一般管理費は同額増加しておりますが、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。 
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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） 

（連結貸借対照表） 

１. 「未収入金」は前連結会計年度までは流動資産に区

分掲記しておりましたが、当連結会計年度において資

産の総額の５／100以下になったため、当連結会計年

度より「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「未収入金」は403百万円であります。 

――――― 

２. 「未払費用」は前連結会計年度までは流動負債に区

分掲記しておりましたが、当連結会計年度において負

債及び純資産の合計額の５／100以下になったため、

当連結会計年度より「その他」に含めて表示しており

ます。 

 なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「未払費用」は340百万円であります。 

――――― 

――――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 

「未収入金の増減額」は、前連結会計年度までは営

業活動によるキャッシュ・フローに区分掲記しており

ましたが、当連結会計年度において金額の重要性が乏

しいため、当連結会計年度より営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めて表示しておりま

す。 

なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含まれている「未収入金の

増減額」は208百万円であります。 
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連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、デリバティブ取

引、退職給付、ストック・オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと

考えられるため開示を省略いたします。 

 なお、当該注記事項に関しては、平成21年６月19日提出予定の有価証券報告書に記載いたしますので、『金融商品 

取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』（ＥＤＩＮＥＴ）でご覧いただくことができ

ます。 

  

連結財務諸表に関する注記事項

（開示の省略）

（連結損益計算書）

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 平成21年４月１日より新人事制度へ移行したことに

伴い、年俸制を廃止いたしました。従来年俸制の社員に

ついては賞与を支給しておりませんでしたが、今後は賞

与を支給することとしたため、支給対象期間に合わせ、

当該支給分を当連結会計年度において、人事制度移行損

失として特別損失に計上しております。 
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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．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）普通株式の発行済株式総数の増加606,140株は、三井情報開発㈱との合併による新株の発行による増加でありま

す。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

（注１）三井情報開発㈱の臨時株主総会において決議されたものにつき、当社が合併効力発生日にその支払義務を承

継いたしました。 

（注２）三井情報開発㈱の平成19年３月期末発行済株式数は12,657,930株でありました。 

(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）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式 （注）  607,308  606,140  ―  1,213,448

合計  607,308  606,140  ―  1,213,448

自己株式         

普通株式  30,009  ―  ―  30,009

合計  30,009  ―  ―  30,009

  
（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２月23日 

株主総会（注１） 
普通株式 （注２） 316 （注２） 25 平成19年３月31日 平成19年６月21日 

平成19年５月10日 

取締役会 
普通株式  288  500 平成19年３月31日 平成19年６月21日 

平成19年10月31日 

取締役会 
普通株式  236  200 平成19年９月30日 平成19年12月３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４月30日 

取締役会 
普通株式  710 利益剰余金  600 平成20年３月31日 平成20年６月23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１）普通株式の発行済株式総数の減少30,017株は、自己株式の消却によるものであります。 

（注２）普通株式の自己株式の増加７株は端株の買取によるものであります。 

（注３）普通株式の自己株式の減少30,017株は、自己株式の消却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 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式 （注）１  1,213,448  ―  30,017  1,183,431

合計  1,213,448  ―  30,017  1,183,431

自己株式         

普通株式 （注）２、３  30,009  7  30,017  ―

合計  30,009  7  30,017  ―

  
（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４月30日 

取締役会 
普通株式  710  600 平成20年３月31日 平成20年６月23日 

平成20年10月30日 

取締役会 
普通株式  355  300 平成20年９月30日 平成20年12月１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21年５月７日 

取締役会 
普通株式  591 利益剰余金  500 平成21年３月31日 平成21年６月22日 

2009/05/01 18:05:55

- 10 -



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） 

当社グループは、ＩＣＴソリューションの提供を中心とした事業を行っており、当該事業以外に事業の種類

がないため、該当事項はありません。 

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、ＩＣＴソリューションの提供を中心とした事業を行っており、当該事業以外に事業の種類

がないため、該当事項はありません。 

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） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

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） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

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） 

海外売上高はいずれも連結売上高の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。 

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） 

海外売上高はいずれも連結売上高の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。 

（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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１. その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当連結会計年度において、時価のある株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損８百万円を計上して

おります。 

  

２. 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 

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 

 （注） 前連結会計年度において、その他有価証券の非上場株式について減損処理を行い、投資有価証券評価損７百万

円を計上しております。 

（有価証券）

  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

ないもの 

(1）株式  15  13  △1  190  99  91

(2）債券             

①国債・地方債等  ―  ―  ―     ―  ―  ―

②社債  ―  ―  ―  ―  ―  ―

③その他  ―  ―  ―  ―  ―  ―

(3）その他  ―  ―  ―  ―  ―  ―

小計  15  13  △1  190  99  91

合計  15  13  △1  190  99  91

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） 

 60  49  ―  28  3  ―

区分 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

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）その他有価証券           

非上場株式  208  28

政府短期証券  998  499

コマーシャルペーパー  998  998

金銭信託  ―  2,000

譲渡性預金  2,000  4,000

（２）関連会社株式  96  106

合計  4,302  7,633
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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） 

１．三井情報開発㈱との合併 

当社は、平成18年12月21日開催の取締役会において、三井情報開発㈱（本社：東京都中野区、代表取締役社

長：増田潤逸、以下、「三井情報開発」）と、平成19年４月１日を効力発生日とする合併契約締結を決議し、平

成19年２月23日開催の三井情報開発の臨時株主総会及び同日開催の当社臨時株主総会において合併契約が承認さ

れ、平成19年４月１日をもちまして合併いたしました。 

 （1）結合当事企業の名称および事業の内容 

存続会社（当社） 

名称：三井情報株式会社（旧社名 ネクストコム株式会社、以下「ネクストコム」） 

事業内容：ボイスビジネス、データネットワークビジネス、システムビジネス 

被合併会社 

名称：三井情報開発株式会社（以下「三井情報開発」） 

事業内容：システム開発、システム保守・運用、パッケージ開発・販売、その他 

 （2）企業結合の法的形式 

当社を存続会社とする吸収合併であります。 

 （3）合併比率並びに交付株式数 

①合併比率 

会社名 ネクストコム 三井情報開発 

合併比率 １対0.048 

（注）株式の割当比率 

三井情報開発の株式１株に対し、ネクストコムの株式0.048株を割り当てました。ただし、ネクス

トコムが保有する三井情報開発株式（平成19年３月31日現在30,000株）及び三井情報開発が保有す

る自己株式（平成19年３月３１日現在70株）については割当交付しておりません。 

②交付株式数 

普通株式 606,140株 

配当起算日 平成19年４月１日 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

ITサービス業界においては、SI（システムインテグレーション）とNI（ネットワークインテグレーショ

ン）の垣根が低くなり、顧客ニーズはインフラとアプリケーションの領域を相互に超えてますます多様化す

る傾向にあります。また、コンサルティングから構築、保守・運用までを一貫して受託できる体制へのニー

ズが高まっており、案件の大型化・複雑化が一層進んでおります。ITサービス企業には、より広範なサービ

ス領域と高度なサービスレベル、規模の拡充がますます強く求められるようになっております。 

 このような環境下、多様化・複雑化する市場ニーズに応え、企業を支え、システムの導入（コンサルティ

ング及び設計、構築）から保守・運用にわたりシームレスなサービスの提供を実現するために、当社は合併

を行いました。 

 これにより、ネクストコムのネットワーク技術力と営業力、三井情報開発の安定した顧客基盤、システム

構築力と運用・サービス力を結集し、長期安定収益基盤の上に立ったSI＆NIコラボレーションを展開するこ

とが可能となります。 

 （5）実施した会計処理の概要 

企業結合に係る会計基準上、共通支配下の取引に該当しますので、「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針247項」に基づき処理しております。 

 なお、「のれん」は発生しておりません。 

（企業結合等）
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２．連結子会社の合併 

連結子会社であるMKIテクノサービス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：木場 敏朗、以下

「MKIテクノサービス」）と、同じく連結子会社であるエムケイアイソフトウェアサービス株式会社（本社：東京

都中野区、代表取締役：人見 秀之、以下「MKISS」）は、平成19年７月26日において合併契約書を締結し、平成

19年10月１日の合併期日をもって合併いたしました。 

 （1）合併の目的 

当社グループの中核である保守・運用ビジネスを担うMKIテクノサービスとMKISSの合併によりインフラか

らアプリケーションに至るまでシームレスな保守・運用サービスを提供する体制を整え、当社グループの保

守・運用ビジネスを一層強化するためであります。 

 （2）合併の要旨 

①合併の期日 

平成19年10月１日 

②合併方式 

MKIテクノサービスを存続会社とする吸収合併方式で、MKISSは解散いたしました。 

なお、本社を東京都中野区へ、商号を「MKIテクノロジーズ株式会社」に変更いたしました。 

③合併比率 

当社100％出資の連結子会社同士の合併であることから、合併比率の取り決めはありません。 

また、合併による新株式の発行、資本金の増加は行いません。 

④実施した会計処理の概要 

企業結合に係る会計基準上、共通支配下の取引に該当しますので、「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」に基づき処理いたしました。 

なお、「のれん」は発生いたしません。 

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。  
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 （注）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）

  
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 24,298円02銭 24,803円10銭 

１株当たり当期純利益 2,388円65銭 1,548円28銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在していないため記載し

ておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在していないため記載し

ておりません。 

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株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  2,826  1,832

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（百万円）  ―  ―

普通株式に係る当期純利益（百万円）  2,826  1,832

期中平均株式数（株）  1,183,438  1,183,435

            

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額           

当期純利益調整額（百万円）  ―  ―

普通株式増加数（株）  ―  ―

（うち新株予約権） （―） （―）

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まれなかった潜在株式の

概要 

（新株予約権） 

株主総会の特別決議日 

 平成15年６月18日 

 （新株予約権の数968個） 

株主総会の特別決議日 

 平成17年６月17日 
 （新株予約権の数2,265個） 

（新株予約権） 

株主総会の特別決議日 

 平成17年６月17日 

 （新株予約権の数2,102個） 
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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） 

当社は、平成20年４月30日開催の取締役会において、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを

決議し、自己株式の消却を実施しました。 

１．消却の理由 

発行済株式数の減少を通じた株主価値の増進及び資本効率の向上を図るため 

２．消却の方法 

資本剰余金からの減額 

３．消却する株式の種類及び数 

普通株式 30,009.60株 

４．消却した株式の総額 

2,259百万円 

５．消却後の発行済株式総数 

1,183,438.40株 

６．消却日 

平成20年５月13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。 

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,907 9,066 

受取手形 205 101 

売掛金 10,196 7,741 

有価証券 3,997 7,498 

商品 2,138 － 

商品及び製品 － 238 

仕掛品 1,341 712 

前払費用 454 1,041 

繰延税金資産 737 415 

未収入金 531 407 

その他の流動資産 7 8 

貸倒引当金 △13 △9 

流動資産合計 29,504 27,221 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,406 3,139 

構築物（純額） 2 1 

工具、器具及び備品（純額） 1,855 1,809 

土地 1,553 1,553 

有形固定資産合計 6,816 6,503 

無形固定資産   

のれん 384 225 

商標権 0 － 

ソフトウエア 398 437 

ソフトウエア仮勘定 71 434 

電話加入権 43 43 

施設利用権 0 0 

無形固定資産合計 898 1,141 

投資その他の資産   

投資有価証券 221 128 

関係会社株式 341 341 

出資金 4 4 

従業員長期貸付金 0 － 

破産更生債権等 49 44 

長期前払費用 7 288 

繰延税金資産 243 176 

差入保証金 821 1,532 

その他の投資等 87 112 

貸倒引当金 △91 △89 

投資その他の資産合計 1,685 2,538 

固定資産合計 9,399 10,183 

資産合計 38,904 37,405 
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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 5,389 3,742 

未払金 1,335 1,173 

未払費用 287 480 

未払法人税等 901 137 

未払消費税等 85 21 

前受金 2,716 2,728 

預り金 88 92 

関係会社預り金 － 1,520 

賞与引当金 850 467 

役員賞与引当金 80 45 

製品保証引当金 1 1 

受注損失引当金 60 － 

その他の流動負債 95 51 

流動負債合計 11,892 10,461 

固定負債   

長期未払金 210 111 

固定負債合計 210 111 

負債合計 12,103 10,572 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,113 4,113 

資本剰余金   

資本準備金 6,919 6,919 

その他資本剰余金 9,811 7,551 

資本剰余金合計 16,730 14,470 

利益剰余金   

利益準備金 11 11 

その他利益剰余金   

別途積立金 5,740 5,740 

繰越利益剰余金 2,480 2,543 

利益剰余金合計 8,232 8,294 

自己株式 △2,259 － 

株主資本合計 26,817 26,879 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △49 

繰延ヘッジ損益 △15 2 

評価・換算差額等合計 △16 △47 

純資産合計 26,800 26,832 

負債純資産合計 38,904 37,405 
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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   

ネットワーク機器売上高 11,631 12,482 

システム構築売上高 21,679 15,543 

サービス売上高 23,591 22,946 

売上高合計 56,902 50,973 

売上原価   

商品期首たな卸高 3,521 － 

当期商品仕入高 12,427 － 

外注費 7,722 － 

他勘定受入高 894 － 

合計 24,565 － 

他勘定振替高 116 － 

商品期末たな卸高 2,138 － 

商品売上原価 22,311 － 

ＳＩ開発原価 21,586 － 

売上原価合計 43,897 37,338 

売上総利益 13,004 13,634 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 303 274 

給料及び手当 2,671 3,335 

賞与 539 865 

賞与引当金繰入額 518 135 

役員賞与引当金繰入額 80 45 

退職給付費用 285 221 

法定福利費 631 627 

業務委託費 936 1,369 

採用・教育費 117 148 

荷造運賃 64 38 

広告宣伝費 21 42 

旅費及び交通費 208 217 

通信費 590 484 

租税公課 204 193 

賃借料 514 1,402 

のれん償却額 192 200 

減価償却費 956 1,040 

その他 612 603 

販売費及び一般管理費合計 9,450 11,246 

営業利益 3,553 2,388 
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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) 

営業外収益   

受取利息 30 66 

受取配当金 63 12 

受取保険配当金 9 15 

為替差益 84 － 

受取賃貸料 － 328 

その他 100 136 

営業外収益合計 288 559 

営業外費用   

支払利息 0 6 

商品廃棄損 116 － 

貸倒引当金繰入額 － 8 

賃貸費用 － 151 

その他 0 0 

営業外費用合計 117 165 

経常利益 3,724 2,782 

特別利益   

固定資産売却益 73 0 

投資有価証券売却益 49 3 

関係会社出資金売却益 6 － 

会員権売却益 4 － 

受取訴訟案件損害賠償金等 24 － 

投資有価証券清算益 0 － 

退職給付制度間移行利益 69 － 

貸倒引当金戻入額 4 3 

特別利益合計 232 7 

特別損失   

たな卸資産評価損 － 86 

たな卸資産廃棄損 － 2 

固定資産売却損 0 0 

固定資産除却損 171 368 

投資有価証券評価損 7 8 

人事制度移行損失 － 206 

関係会社出資金減損 22 － 

厚生年金基金脱退特別掛金 46 － 

その他 － 3 

特別損失合計 247 676 

税引前当期純利益 3,710 2,113 

法人税、住民税及び事業税 921 576 

法人税等調整額 669 409 

法人税等合計 1,590 985 

当期純利益 2,119 1,127 
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 原価計算の方法は、プロジェクト別個別原価計算による実際原価計算であります。 

  

（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。 

※２．期首仕掛品棚卸高には三井情報開発㈱の前期末仕掛品棚卸高1,671百万円が含まれています。 

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    950  4.5

Ⅱ 労務費    4,993  23.5

Ⅲ 経費 ※１  15,275  72.0

当期総製造費用    21,219  100.0

期首仕掛品棚卸高  ※２  1,782      

小計    23,002      

期首商品棚卸高     8      

当期商品仕入高    6      

小計    14      

計    23,016      

期末仕掛品棚卸高     1,341      

他勘定振替高 ※３  88      

当期ＳＩ開発原価    21,586      

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

外注費        （百万円）  12,931

賃借料        （百万円）  109

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

ソフトウェア     （百万円）  16

ソフトウェア仮勘定  （百万円）  71

合計  （百万円）  88
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 原価計算の方法は、プロジェクト別個別原価計算による実際原価計算であります。 

（注）１．前事業年度まではシステムビジネス案件に関するもののみ製造原価明細書を作成しておりましたが、当事業年

度よりビジネス区分の変更を行ったことに伴い製造原価の範囲を見直した結果、全ビジネス区分での売上原価

明細書を作成しております。 

  

※２．主な内訳は次のとおりであります。 

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

  

売上原価明細書

    
当事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 労務費    3,446  13.3

Ⅱ 経費 ※２  22,551  86.7

小計    25,997  100.0

期首商品棚卸高    2,138      

期首仕掛品棚卸高     1,341      

当期商品仕入高    8,966      

合計    38,443      

期末商品棚卸高     238      

期末仕掛品棚卸高     712      

他勘定振替高 ※３  154      

当期売上原価    37,338      

項目 
当事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

外注費        （百万円）  19,653

項目 
当事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

ソフトウェア     （百万円）  139

ソフトウェア仮勘定  （百万円）  15

合計  （百万円）  154
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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 4,113 4,113 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,113 4,113 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,919 6,919 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 6,919 6,919 

その他資本剰余金   

前期末残高 － 9,811 

当期変動額   

合併による増加 9,811 － 

自己株式の消却 － △2,259 

当期変動額合計 9,811 △2,259 

当期末残高 9,811 7,551 

資本剰余金合計   

前期末残高 6,919 16,730 

当期変動額   

合併による増加 9,811 － 

自己株式の消却 － △2,259 

当期変動額合計 9,811 △2,259 

当期末残高 16,730 14,470 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 11 11 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 11 11 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 5,740 5,740 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 5,740 5,740 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,203 2,480 

当期変動額   

剰余金の配当 △841 △1,065 

当期純利益 2,119 1,127 

当期変動額合計 1,277 62 

当期末残高 2,480 2,543 
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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 6,954 8,232 

当期変動額   

剰余金の配当 △841 △1,065 

当期純利益 2,119 1,127 

当期変動額合計 1,277 62 

当期末残高 8,232 8,294 

自己株式   

前期末残高 △2,259 △2,259 

当期変動額   

自己株式の取得 － △0 

自己株式の消却 － 2,259 

当期変動額合計 － 2,259 

当期末残高 △2,259 － 

株主資本合計   

前期末残高 15,728 26,817 

当期変動額   

合併による増加 9,811 － 

剰余金の配当 △841 △1,065 

当期純利益 2,119 1,127 

自己株式の取得 － △0 

当期変動額合計 11,088 62 

当期末残高 26,817 26,879 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － △1 

当期変動額   

合併による増加 1 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 △48 

当期変動額合計 △1 △48 

当期末残高 △1 △49 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △3 △15 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 17 

当期変動額合計 △11 17 

当期末残高 △15 2 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △3 △16 

当期変動額   

合併による増加 1 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 △30 

当期変動額合計 △13 △30 

当期末残高 △16 △47 
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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) 

純資産合計   

前期末残高 15,725 26,800 

当期変動額   

合併による増加 9,813 － 

剰余金の配当 △841 △1,065 

当期純利益 2,119 1,127 

自己株式の取得 － △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 △30 

当期変動額合計 11,075 31 

当期末残高 26,800 26,832 
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
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） 

１ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

（1）商品 

 移動平均法による原価法 

（1）商品及び製品 

移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下による簿価切下

げの方法により算定） 

  （2）仕掛品 

 個別法による原価法 

（2）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よる簿価切下げの

方法により算定） 

  ――――― 

  

 （会計方針の変更） 

たな卸資産の評価基準及び評価方法

は、従来、原価法によっておりました

が、当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号）が適用されたことに伴い、原価法

によるも、収益性が低下しているたな卸

資産については、簿価を切下げる方法に

より算定しております。これにより、当

連結会計年度の営業利益及び経常利益

は、それぞれ33百万円減少しておりま

す。 

また、たな卸資産期首残高に係る評価

損79百万円を当連結会計年度において特

別損失に計上した結果、当連結会計年度

の税金等調整前当期純利益は１億12百万

円減少しております。  

  

  ――――― 

  

 （表示方法の変更） 

前事業年度まではシステムビジネスの

仕掛案件に関するもののみ「仕掛品」と

して計上し、その他のビジネス区分の仕

掛案件に関するものは「商品」としてお

りましたが、当事業年度よりビジネス区

分の変更を行ったことに伴い仕掛品の計

上範囲を見直し、全ビジネス区分で仕掛

案件に関するものを仕掛品として計上す

ることといたしました。なお、前事業年

度の「商品」に含まれる「仕掛品」は６

億71百万円であります。  



項目 
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） 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

無形固定資産 

 定額法 

 なお、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）に基

づく定額法 

 また、のれんについては、３年から

５年間の期間で均等償却しておりま

す。 

  

無形固定資産 

 定額法 

 なお、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）に基

づく定額法、市場販売目的ソフトウェ

アについては、見込販売収益に基づく

償却額又は当該ソフトウェアの残存有

効期間（３年）に基づく定額法償却額

のいずれか大きい額を計上する方法に

よっております。 

 また、のれんについては、３年から

５年間の期間で均等償却しておりま

す。  

３ 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。 

───── 



会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

――――― （リース取引に関する会計基準）  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用しております。 

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。 

この変更による損益への影響はありません。 

追加情報

 
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） 

  

 ――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（技術者の営業支援活動関連費用の計上区分の変更） 

システム構築区分の案件における、技術者の営業支援活動

に関連して発生する人件費及び諸経費につきましては、従来

売上原価に計上しておりましたが、当期首に行った改組により

技術者を一部門に集約したことから、他のビジネス区分との統

一を図るべく、当事業年度より当該費用を販売費に計上するこ

とといたしました。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて当事業年度の

売上原価は４億59百万円減少し、売上総利益と販売費及び一

般管理費は同額増加しておりますが、営業利益、経常利益及

び税引当期純利益に与える影響はありません。  



表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（損益計算書） 

当事業年度において、当社の合併に伴い損益計算書

の表示項目の明瞭性を高めるため販売費及び一般管理

費の費用について内訳の見直しを行いました。 

 この結果、前事業年度における「販売費及び一般管

理費」の「支払手数料」を、当事業年度から主に「業

務委託費」として計上しております。なお、前事業年

度の「支払手数料」に含まれる「業務委託費」は507

百万円であります。 

（損益計算書） 

前期まで区分掲記しておりました「為替差益」（当

期40百万円）は、営業外収益の総額の100分の10以下

となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示

することにいたしました。 

  



(1）役員の異動 

 平成21年４月24日開示の「取締役・監査役の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

６．その他



(2）生産、受注及び販売の状況 

 当社グループは、ICTソリューションの提供を中心とした事業を行っており、当該一事業のみを事業の種類別セグ 

メントとしておりますが、ディスクロージャー拡充の観点から事業の種類別セグメント情報に代えて当社グループの

ビジネス体系に沿った区分により開示を行っております。 

① 生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を分類すると、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．生産実績については、システム構築のみを対象としております。 

② 受注状況 

 当連結会計年度における受注状況を分類すると、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を分類すると、次のとおりであります。 

 （注）１．前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対す

る割合は次のとおりであります。 

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  （単位：百万円）

区分 金額 
  

前年同期比（％） 

システム構築  15,617  83.9

合計  15,617  83.9

  （単位：百万円）

区分 受注高 
  

受注残高 
  

前年同期比（％） 前年同期比（％）

コンサルティング  2,650  82.0  631  73.5

システム構築  14,399  69.2  3,737  75.4

システム販売  12,493  110.5  2,326  99.4

運用・保守・サービス  23,172  87.1  13,105  105.1

合計  52,716  85.1  19,800  96.0

  （単位：百万円）

区分 金額 
  

前年同期比（％） 

コンサルティング  2,878  100.5

システム構築  15,617  83.9

システム販売  12,508  84.3

運用・保守・サービス  22,533  99.0

合計  53,537  90.6

相手先  

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) 

  金額（百万円）  割合（％）  金額（百万円）  割合（％）  

  三井物産株式会社  10,462  17.7  10,280  19.2
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