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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 75,148 △2.8 4,481 △4.5 4,628 △7.0 1,357 △40.4
20年3月期 77,311 2.8 4,694 39.6 4,974 37.4 2,275 45.5

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
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 41.67 ― 4.0 8.7 6.0
20年3月期 69.83 ― 7.0 9.6 6.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  29百万円 20年3月期  21百万円

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 53,239 34,170 63.6 1,039.25
20年3月期 52,925 33,541 62.9 1,021.61

（参考） 自己資本   21年3月期  33,862百万円 20年3月期  33,287百万円

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 9,663 △6,340 △2,208 14,174
20年3月期 5,458 △2,546 △653 13,153

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00 651 28.6 2.0
21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 651 48.0 1.9
22年3月期 

（予想）
― 10.00 ― 10.00 20.00 211.0

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

30,224 △16.5 △1,138 ― △1,090 ― △848 ― △26.03

通期 67,837 △9.7 1,010 △77.5 1,092 △76.4 309 △77.2 9.48



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、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、37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 32,591,240株 20年3月期 32,591,240株
② 期末自己株式数 21年3月期  7,680株 20年3月期  7,569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 59,485 △2.3 3,700 5.3 4,040 0.9 976 △36.2
20年3月期 60,871 4.2 3,513 85.6 4,004 72.6 1,529 22.0

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 29.98 ―
20年3月期 46.94 ―

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 51,616 32,636 63.2 1,001.64
20年3月期 51,084 32,342 63.3 992.58

（参考） 自己資本 21年3月期  32,636百万円 20年3月期  32,342百万円

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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、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、４ページをご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

23,733 △17.3 △786 ― △495 ― △378 ― △11.60

通期 53,399 △10.2 919 △75.2 1,493 △63.0 750 △23.2 23.02



１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績  

 当連結会計年度におけるわが国経済は、前年度からの原油価格や原材料価格の高騰などにはじまり、第３四半期

以降には世界的な金融危機の進行を背景に、輸出、生産、企業収益、雇用などの減少が進み、景気は一段と減速い

たしました。 

 

 当社グループを取り巻く事業環境は、第３四半期以降、企業の情報化投資の抑制傾向が強まり、非常に厳しいも

のとなりました。この結果、第３四半期まで順調に推移した当社グループの業績も、第４四半期に入り、投資抑制

の影響を強く受け、伸び悩むこととなりました。 

  

 当連結会計年度の当社グループの連結売上高は、当社単体が主にサービス業向け売上高を中心に減収となったこ

とに加え、子会社である株式会社ISIDテクノソリューションズや米国等の海外現地法人の減収により、75,148百万

円（前期比97.2％）となりました。 

 

 売上総利益については、当社単体に加え、株式会社ブレイニーワークスなど一部子会社で利益率が前期比改善

し、グループ全体の売上総利益率も改善いたしました。さらに、販売費及び一般管理費は、ソフトウェア製品開発

の推進に伴い研究開発費が増加したものの、技術系社員の稼働率向上や経費削減に取り組み、全体では前期並みに

抑制いたしました。 

 

 しかしながら、売上高の減少により、連結営業利益は、4,481百万円（前期比95.5％）、経常利益は、4,628百万

円（前期比93.0％）と、いずれも減益となりました。また、当期純利益につきましても、株式会社ISIDテクノソリ

ューションズ株式の減損に伴うのれんの一時償却を第３四半期に特別損失に計上したこと等の結果、1,357百万円

（前期比59.6％）と大幅減益となりました。 

 

 なお、連結子会社である株式会社エステックは、当連結会計年度第４四半期におきまして、同社の決算期を12月

から３月に変更いたしました。これにより、当社グループの当連結会計年度の決算におきましては、同社の平成20

年１月１日から３月31日までの３ヶ月、および平成20年４月１日から平成21年３月31日までの12ヶ月、合計15ヶ月

の業績を連結しております。平成20年１月１日から３月31日の同社の業績は、売上高453百万円、営業利益151百万

円（それぞれ内部取引消去後）です。また、平成21年１月１日から３月31日の同社の業績は、売上高327百万円、営

業利益45百万円（それぞれ内部取引消去後）です。 

【サービス品目別営業状況】 

 サービス品目別の営業の状況は以下のとおりです。なお、当連結会計年度より、サービス品目を以下の通り変更

しております。 

(注)「コンサルティングサービス」は、業務およびITのコンサルティングサービスです。「受託システム開発」は、顧客の個別仕様に

基づくシステムの構築および保守です。「ソフトウェア製品」は、自社開発ソフトウェアの販売および保守、アドオン開発・導入技術

支援サービスです。「ソフトウェア商品」は、仕入ソフトウェアの販売および保守、アドオン開発・導入技術支援サービスです。「ア

ウトソーシング・運用保守サービス」は、顧客システムの運用・保守・サポート、ならびに業務の受託サービスです。「情報機器販

売・その他」は、ハードウェアならびにデータベースやミドルウェア等のソフトウェアの販売および保守です。 

サービス品目 

第33期（前期） 第34期（当期） 

前期比 自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日 

自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日 

金額 構成比 金額 構成比 
百万円 ％ 百万円 ％ ％ 

コンサルティングサービス 3,622 4.7 3,770 5.0 104.1 

受託システム開発 24,084 31.2 22,443 29.9 93.2 

ソフトウェア製品 9,023 11.7 9,782 13.0 108.4 

ソフトウェア商品 26,241 33.9 25,222 33.6 96.1 

アウトソーシング・運用保守サービス 5,136 6.6 5,938 7.9 115.6 

情報機器販売・その他 9,203 11.9 7,990 10.6 86.8 

合計 77,311 100.0 75,148 100.0 97.2 



コンサルティングサービス 3,770百万円（前期比104.1％） 

 子会社である株式会社エステックの決算期変更による影響額327百万円（同社の平成21年１月１日から３月31日の

内部取引消去後の売上高）を除くと、連結売上高は3,443百万円（前期比95.1％）となります。当社単体およびグル

ープ会社とも、第４四半期に入って製造業向け設計開発分野でのコンサルティングを中心に伸び悩みました。 

受託システム開発 22,443百万円（前期比93.2％） 

 当社単体において、大手金融機関のシステム統合やインターネットバンキングシステム構築、政府系金融機関の基

幹システム構築等の大型開発を受託したことで金融業向けには売上高を前期比維持したものの、主としてサービス業

の主要顧客の投資抑制が影響し、全体では前期比減少いたしました。 

 また、株式会社ブレイニーワークスなどグループ会社におきましても、金融機関向けを中心に減収となりました。

ソフトウェア製品（保守、アドオン開発・導入技術支援サービスを含む） 9,782百万円（前期比108.4％） 

 当社単体において、金融業向け融資業務支援ソフトウェア「RiskTaker（リスクテーカー）」、製造業向けプロジ

ェクト管理システム「Q-style（キュースタイル）」やERPと連携した業務支援システム「Business Solution Series

（ビジネスソリューションシリーズ）」などの販売が好調に推移いたしました。 

 グループ会社におきましても、株式会社ブレイニーワークスにおいて、金融業向けコールセンターシステム「e-

MARKETBRAIN（イーマーケットブレイン）」や人事管理システム「POSITIVE（ポジティブ）」などが好調に推移いた

しました。 

ソフトウェア商品（保守、アドオン開発・導入技術支援サービスを含む） 25,222百万円（前期比96.1％） 

 当社単体において、基幹業務システムのアドオン開発・導入支援サービスは好調に推移いたしましたが、製造業の

製品開発分野における解析ソフトウェアの販売等が伸び悩んだことで、減収となりました。 

 グループ会社におきましても、株式会社ISIDテクノソリューションズで製造業向け製品開発支援ソフトウェアの売

上が減少したほか、株式会社ブレイニーワークスの売上も伸び悩みました。 

アウトソーシング・運用保守サービス 5,938百万円（前期比115.6％） 

 主として、当社単体において、サービス業の主要顧客向け運用保守サービスが好調に推移したことに加え、製造業

向けに解析業務受託サービスが拡大いたしました。 

情報機器販売・その他 7,990百万円（前期比86.8％） 

 主として、当社単体において前期に主要顧客向け大型案件があったことなどから、当連結会計年度の売上高は減収

となりました。 

② 次期の見通し 

 次期におきましても、企業の情報化投資の抑制傾向は当面継続することが予想されます。当社グループといたし

ましては、顧客の経営課題に直結する、投資効果の高い 適なソリューションの提案に努めてまいりますが、以下

の通り、次期の業績につきましては厳しい推移を見込んでおります。 

平成22年３月期（平成21年４月１日～平成22年３月31日）業績予想 

  

  

  

連結 単体 

金 額(百万円) 前期比(％) 金 額(百万円) 前期比(％) 

 売上高 67,837 90.3 53,399 89.8 

 営業利益 1,010 22.5 919 24.8 

 経常利益 1,092 23.6 1,493 37.0 

 当期純利益 309 22.8 750 76.8 



 売上については、全ての業種において、伸び悩むものと予想しております。 

 

 金融業向けは、主に受託システム開発やソフトウェア商品を中心に売上が減少する見通しです。製造業向けは、

設計開発分野におけるコンサルティングサービスおよびソフトウェア商品の新規販売が減少する見込みです。サー

ビス業向けは、主要顧客向けの受託システム開発やアウトソーシング・運用サービスを中心に、流通業・その他業

種向けについては受託システム開発を中心に売上が伸び悩む見通しです。 

  

 利益面では、オフショア開発の活用による外注費削減など原価抑制に努めますが、売上減に伴い売上総利益が減

益となる見込みです。一方、販売費及び一般管理費は、研究開発費や自社利用ソフトウェアの償却費などが増加す

る見込みであり、その結果、次期は大幅減益となることを見込んでおります。 

 厳しい事業環境は継続すると思われますが、当社グループといたしましては、将来の成長に向け競争優位性を高

めるための研究開発投資を積極的に推進してまいります。収益性の高いコンサルティングサービスおよびソフトウ

ェア製品については、当社グループ独自の手法の開発や、既存ソフトウェアパッケージの強化、ならびに新規のソ

フトウェアパッケージの開発に引き続き注力します。さらに、成長性の高いアウトソーシング・運用保守サービス

については、平成21年３月に設立した株式会社ISIDアドバンストアウトソーシングを中心に積極的に拡大を図るな

ど、同業他社と異なるポジションを築き、強いISIDグループの実現を目指し、構造改革や事業強化に取り組んでま

いります。 

 なお、本決算短信「３．経営方針 (２)目標とする経営指標および中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべ

き課題 ②事業基盤の継続的進化」に記載の通り、当社は、本決算短信提出日（平成21年５月11日）に開催された

取締役会において、平成21年10月１日をもって、子会社である株式会社ブレイニーワークスの吸収合併および株式

会社ISIDテクノソリューションズからの事業譲受けの実施を決議いたしました。また、アセアン地域における当社

グループ事業の再編も実施することといたしております。 

 

 平成22年３月期の当社連結業績に対しては、株式会社ブレイニーワークスの吸収合併による影響は発生しない見

込みです。アセアン地域における事業再編に伴う事業整理関連費用等につきましても、平成21年３月期決算におい

て計上済みであるため、平成22年３月期の当社連結業績に与える影響は軽微なものとなる見込みです。 

 

 一方、株式会社ISIDテクノソリューションズからの事業譲受けにつきましては、現在譲受け価額の算定中である

ことから、本件が業績に与える影響は明らかになっておらず、上記に記載の業績見通し数値には織り込んでおりま

せん。当該影響額を織り込んだ当社グループの業績見通しにつきましては、その影響額が明らかになり次第、あら

ためて開示させていただきます。 

（※）本項における将来に関する予想は、現時点で入手可能な情報による判断および仮定に基づくものでありま

す。したがいまして、予想に内在する不確定要因や事業運営における内外の状況変化などにより実際の業績等は、

当該予想と異なる可能性があります。 



(2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比較

して1,020百万円増加し、14,174百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

法人税等の支払（△2,628百万円）、仕入債務の減少（△1,440百万円）、前受金の減少（△535百万円）や未払

費用の減少（△476百万円）等があったものの、税金等調整前当期純利益（3,536百万円）の計上や売上債権の減少

（5,367百万円）、たな卸資産の減少（1,401百万円）や減価償却費（3,095百万円）、のれん償却額（1,313百万

円）の計上等があった結果、資金は9,663百万円の増加となりました。  

前年同期との比較においては、売上債権の減少（4,087百万円）、たな卸資産の減少（2,739百万円）、主に「リ

ース取引に関する会計基準」等の適用による減価償却費の増加（1,575百万円）やのれん償却額の増加（633百万

円）等による資金の増加が、未払費用の減少（△1,432百万円）、前受金の減少（△1,168百万円）、税金等調整前

当期純利益の減少（△1,127百万円）や仕入債務の減少（△1,054百万円）等による資金の減少を上回ったことなど

により、4,205百万円の資金増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出（△3,004百万円）、有形固定資産の取得による支出（△2,882

百万円）や貸付けによる支出（△405百万円）等により、資金は6,340百万円の減少となりました。  

前年同期との比較においては、有形固定資産の取得による支出の増加（△2,442百万円）、ソフトウエア等の無

形固定資産の取得による支出の増加（△845百万円）、貸付けによる支出の増加（△401百万円）や投資有価証券の

売却による収入の減少（△228百万円）等による資金の減少が、貸付金の回収による収入（101百万円）等による資

金の増加を上回ったことなどにより、3,794百万円の資金減少となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

リース債務の返済による支出（△1,557百万円）、配当金の支払（△651百万円）により、資金は2,208百万円の

減少となりました。  

前年同期との比較においては、「リース取引に関する会計基準」等の適用によるリース債務の返済による支出

（△1,557百万円）により、1,555百万円の資金減少となりました。 

主な指標につきましては以下のとおりであります。  

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）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・フローを利用しております。   

（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支払っている全ての負債を対象と

しております。   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主各位への長期的かつ安定的な利益の還元を基本方針としております。 

 この方針に基づき、平成20年11月11日開催の取締役会におきまして、平成21年３月期の中間期末日（平成20年９月

30日）を基準日とする剰余金の配当につきましては、１株当たり10円とすることを決議いたしました。 

 また平成21年３月期の期末日（平成21年３月31日）を基準日とする剰余金の配当につきましても、10円を予定して

おり、年間合計では、前期と同額の１株当たり20円の配当を実施する予定であります。 

  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（％）  63.1 62.9 63.6 

時価ベースの自己資本比率（％） 79.4 52.8 31.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年）  
－ － 0.3 

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍）  
－ － 127.8 



(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績および財政状態等に影響を及ぼす可能性がある主たるリスクは以下のとおりであります。

当社グループは、これらのリスクに対し発生の防止に努め、また万一発生した場合の対応に 善の努力をいたす所存

であります。尚、本項において記述している事項は、本決算短信提出日現在において当社グループが判断したもので

あります。 

① 事業環境の変動にかかるもの 

 当社グループの事業の中心は、企業の情報化ニーズに応え、情報技術を活用した各種ソリューションを提供するこ

とです。このため、経済情勢の変動等により顧客企業の情報化投資動向が変化した場合、当社グループの経営成績に

影響が及ぶ可能性があります。 

 

 株式会社電通は、当社グループの主要顧客の１社であります。当社は、平成元年２月より同社の社内情報システム

の構築およびその運用業務を継続して受注しており、経営上の重要な契約である「情報システムに関する業務委託基

本契約」を同社と締結しております。当期における当社グループの売上高に占める同社に対する売上高の割合は

14.4％であり、同社の情報化投資動向の変化は、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 当社グループが提供するソリューションの一部は海外より輸入したソフトウェア商品等で構成されており、これら

仕入先からの商品仕入およびサービス提供の対価について外貨（主として米ドル）による支払いを定常的に行なって

おります。そのため、利益計画遵守を目的とした為替（買）予約取引等によるリスクヘッジを図っておりますが、当

社グループの経営成績は為替レート変動による影響を受ける可能性があります。 

 

 当社グループは、顧客企業にご評価いただける高い価値の提供を通じて適正な対価をいただけるよう努めるととも

に、生産性の向上、コスト構造の 適化努力を継続的に推進し、収益性の維持・向上を図っております。しかしなが

ら、当社グループが所属する情報サービス業界における競争は非常に厳しい状況が継続している上、顧客企業の情報

化投資に対するコスト意識も高く、受注金額は低下圧力を受けやすい状況にあります。また、当社グループは、顧客

に対しソリューションを構築・提供するにあたり、その業務の一部を外部の協力会社に委託しております。したがっ

て、協力会社の人員の需給状況の逼迫等により委託単価が上昇するなどの場合、当社グループの経営成績はその影響

を受ける可能性があります。特に、海外の協力会社への業務委託につきましては、海外現地における社会情勢によ

り、予期せぬ状況が発生する可能性があります。 

 

 情報サービス業界におきましては、顧客ニーズの変化および情報技術の進化は激しく、当社グループといたしまし

ては、これらの環境変化に対応すべく、グループ体制・組織の 適化や積極的研究開発などの各種経営施策を通じ、

これらの変化への対応を図っております。しかしながら、急速な顧客ニーズの変化あるいは技術革新に対する当社グ

ループの対応が遅れた場合、当社グループの業績が影響を受ける場合があります。 

② 製品・サービスにかかるもの 

 当社グループが実施するシステム開発およびソフトウェア製品開発にあたっては、主要な開発案件について、要求

仕様の内容、技術的難易度、受注金額、開発費用見積等の受注・開発計画につき事前の評価を行なっております。ま

た、開発作業着手後の経過につきましても、計画に対する進捗状況の確認を随時行なっており、開発に伴なうリスク

管理を徹底しております。さらに、技術力および開発プロジェクト遂行・管理能力を継続的に向上させるべく、技術

者教育および開発プロセス標準化等をはじめとする諸施策を推進しております。しかしながら、新規領域への参入お

よび新規技術の導入をする際、予期せぬトラブルが発生することにより開発費用が増加し、不採算案件が生じる可能

性があります。また、顧客企業の仕様決定の遅れや仕様変更への対応、協力会社の成果物の品質や納期等に関して問

題が発生した場合も、当初計画に対して費用が過大になり、収益性が低下する可能性があります。 

  

 当社グループが顧客企業に納入するソリューションは、品質を重視し納入後の安定的稼動を確実なものとすべく、

要求仕様に基づく稼動確認テストを十分に実施するよう努めております。しかしながら、瑕疵を完全に排除できる保

証はなく、当該ソリューションの品質回復にかかる費用発生や営業活動への影響に加え、顧客企業の業務に支障が生

じた場合、損害賠償請求または信用失墜等が生じる可能性があります。また、当社グループの提供するサービスまた

は製品に対して第三者から知的所有権の侵害を理由とする訴訟提起または請求を受け、その結果当社グループが損害

賠償を負担し、または代替技術の獲得若しくは開発のための費用が発生する可能性があります。 



 当社グループは、システム・アウトソーシング・サービスを提供するにあたり、データセンターを運営しておりま

す。当社は、経済産業省による特定システムオペレーション企業等の認定企業であり、継続してサービス品質の維

持・向上を図っております。しかしながら、システム運用における人為的ミス、機器故障、災害発生等により安定的

サービスの提供が実現できない場合、あるいは何らかの理由により設備の維持・利用に問題が発生した場合、当社グ

ループの経営成績に影響が及ぶ可能性があります。 

 

 大口仕入先の経営状況の変化等により、当該仕入先の経営方針および事業計画等が変更された場合、顧客企業に対

する商品ならびにサービスの提供に支障が生じることで、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。特に、シーメンス プロダクトライフサイクルマネジメント ソフトウェアJP株式会社は、当社グループの主要販

売品目であるCAD／CAM／CAEおよびPLM分野におけるソフトウェア商品の重要な仕入先であります。  

③ 経営・事業戦略等にかかるもの 

 事業規模拡大のための新規事業および新製品開発への投資は、事業性を十分に評価して実施し、確実に成果を挙げ

るべく事業運営に努めております。しかしながら、事業性の評価にあたっては、将来の事業環境および需要動向等の

予測は極めて難しく、目論見どおりの成果を得られる保証はありません。新規事業および新製品開発が計画どおりに

遂行できなかった場合、当該投資が当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 顧客に対し、継続して価値あるソリューションを提供するために、人材の確保・育成ならびに 適配置に取組んで

おります。具体的には、新卒・中途採用活動の強化および社員教育・研修の充実を図るとともに、独立行政法人情報

処理推進機構 (IPA)が策定したITSS（ITスキル標準）に準拠したスキル管理をグループ社員に対して実施し、当社お

よびグループ各社の業容に照らして 適な人員構成の維持を図っております。さらに、裁量労働制の導入や育児支援

制度の充実等、社員のワーク・ライフ・バランス実現に向けた人事諸施策を通じて労働環境の整備を進めておりま

す。しかしながら、人材の確保・育成が想定どおりに進まない場合、あるいは労働環境の悪化により人材流出や生産

性が低下した場合、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 当社グループは、会社法、金融商品取引法、個人情報保護法をはじめ多岐に亘る法令等の遵守を 優先に事業を推

進しております。当社グループは、電通グループ社員の行動規範である「電通グループ企業行動憲章」および当社グ

ループ社員の行動規範である「私たちの行動宣言」を採択し、適宜社員に対するコンプライアンス教育を行う一方、

公益通報者保護制度に基づく通報窓口を設ける等の施策を通じ、法令遵守の徹底を図っております。しかしながら、

これらの取組みにもかかわらず、コンプライアンス上の問題の発生を完全に回避できる保証は無く、法令等に抵触す

る事態が発生した場合、当社グループの信用の失墜あるいは経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 特に情報の管理に関しましては、当社グループは、顧客企業向けにシステム構築サービスを提供し、また技術的支

援を提供する目的で、顧客情報ならびに個人情報を取り扱うことがあります。当社グループは、これらの情報の重要

性を十分認識し管理いたしておりますが、万一漏洩した場合には、損害賠償請求または信用失墜等が生じる可能性が

あります。当社および株式会社ブレイニーワークス、株式会社ISIDインターテクノロジーは、財団法人日本情報処理

開発協会より、個人情報の適切な取扱いを行う事業者に付与される「プライバシーマーク」の付与認定を受けており

ます。また、当社および株式会社ブレイニーワークス、株式会社ISIDインターテクノロジー、株式会社ISIDテクノソ

リューションズ、株式会社アイティアイディコンサルティング、株式会社エステック、株式会社アイエスアイディ・

フェアネス、株式会社ISID北海道、株式会社三喜、株式会社電通イーマーケティングワンの各社は、ISO（国際標準

化機構）が発行したISMS認証基準の国際規格「ISO/IEC27001:2005」ならびに「JISQ27001:2006」を取得しておりま

す。 

 

 また、「ISO/IEC27001:2005」ならびに「JISQ27001:2006」の事業継続規則に準拠し、当社グループは、地震の発

生に備えた災害対策の策定等、被災後の速やかな復旧が可能となるよう施策の整備を図っております。しかしなが

ら、想定を超える災害の発生時には、建物の利用不能、情報システム停止、人員の不足等不可避な事態が発生し、復

旧に係る費用の発生のほか、当社グループのサービスの供給が滞ること等により、当社グループの経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。 



２．企業集団の状況 

 当社グループは、当社、親会社、子会社16社、関連会社２社により構成されております。  

  

（事業系統図） 

（注）ISID Finance of America, Inc.については、現在清算手続き中のため、記載を省略しております。 

  



【関係会社の状況（親会社・連結子会社・持分法適用関連会社）】 

（注）親会社である株式会社電通における当社の株式保有比率は61.8％であります。 

名称 住所 
資本金 

又は出資金 
主要な事業の内容 

議決権の所有 
(被所有)割合 

所有割合 
(％) 

被所有 
割合(％) 

（親会社）          

株式会社電通 東京都港区 
百万円 

58,967 
広告業 ― 

61.9 

内、間接 

0.0 

（連結子会社）          

株式会社ブレイニーワークス 東京都港区 
百万円 

437 

システム開発、ソフトウェア製・商

品、情報処理・通信サービス、情報

機器販売 

100.0 ― 

株式会社ISIDインターテクノロジー 東京都港区 
百万円 

326 

システム開発、ソフトウェア製・商

品、情報処理・通信サービス、情報

機器販売 

100.0 ― 

株式会社ISIDテクノソリューションズ 東京都港区 
百万円 

100 

ソフトウェア製・商品、情報機器販

売 
100.0 ― 

株式会社アイティアイディコンサルティング 東京都港区 
百万円 

300 
コンサルティング・サービス 66.0 ― 

株式会社エステック 
神奈川県 

横浜市 

百万円 

250 
コンサルティング・サービス 100.0 ― 

株式会社ISIDアドバンストアウトソーシング 東京都港区 
百万円

300 
アウトソーシング・運用保守 100.0 ― 

ISI-Dentsu of America, Inc. 米    国 
米ドル 

500,000 

システム開発、情報処理・通信サー

ビス、ソフトウェア商品、情報機器

販売 

100.0 ― 

ISID Finance of America, Inc. 米    国 
米ドル 

1 
ファイナンス及び持株会社 100.0 ― 

ISI-Dentsu of Europe, Ltd. 英    国 
英ポンド 

500,000 

システム開発、情報処理・通信サー

ビス、ソフトウェア商品、情報機器

販売 

100.0 ― 

ISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd. 中    国 
香港ドル 

8,000,000 

システム開発、情報処理・通信サー

ビス、ソフトウェア商品、情報機器

販売 

100.0 ― 

上海電通信息服務有限公司 中    国 
米ドル 

300,000 

システム開発、ソフトウェア商品、

情報機器販売 
100.0 ― 

ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd. シンガポール 

シンガポール 

ドル 

4,000,000 

システム開発、ソフトウェア商品、

情報機器販売 
100.0 ― 

ISI-Dentsu South East Asia 

(Malaysia) Sdn. Bhd. 
マレーシア 

マレーシア 

リンギ 

750,000 

システム開発、ソフトウェア商品、

情報機器販売 

100.0 

内、間接 

100.0 

― 

（持分法適用関連会社）          

株式会社電通イーマーケティングワン 東京都中央区 
百万円 

442 

システム開発、コンサルティング・

サービス 
33.5 ― 



３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、誠実を旨とし革新的で創造性あふれる専門家集団として、情報技術の先進的活用により顧客企業と社会の

発展に寄与することを企業理念としております。企業ビジョンである“IT Solution Innovator（ITソリューション

ビジネスの革新者）”を目指し、事業環境の変化に適切に対応し続けることにより、先進的で高品質なサービスを提

供し、お客様の信頼とご満足を得ることで、長期的な事業の発展を図っております。 

(2）目標とする経営指標および中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

 当社グループは、平成21年３月期から平成23年３月期までの中期経営計画を推進中です。当連結会計年度は、その

初年度にあたります。 

 

 前中期経営計画では、開発や業務のプロセスの標準化を図り、経営基盤の整備を進め、収益性の回復を図りまし

た。今回の中期経営計画は、経営基盤の整備をさらに進めるとともに、新たなソフトウェア製品の開発等を通して同

業他社と異なるポジションを築く「個性化」を図り、強いISIDグループを実現することを目指しています。 

 

 その結果として、M&Aなどによる外部成長を含まないオーガニック成長で、平成23年３月期の連結売上高88,000百

万円、連結営業利益７％、ROE８％の達成を業績目標として掲げました。 

 当計画を発表した平成20年５月11日時点と現在では、経済状況や当社グループを取り巻く事業環境は大きく変化し

ており、数値目標の達成は容易ではありませんが、以上に述べた中期経営計画が目指す個性化や強いISIDグループの

実現に向けて、確実に経営施策を推進してまいります。 

中期経営計画の初年度における主な施策の推進状況は、以下のとおりです。 

① 顧客の進化を加速するソリューションの創出 

 金融業向けには、大手金融機関の海外展開をシステム面で支援しております。これまでに欧州、中国につき実施

し、今後アセアン地域におけるシステム導入を支援していく計画です。また、デリバティブ等金融商品取引を管理

する市場系システム領域では、先進的市場系システムである米国Quartet Financial Systems社（カルテット・フ

ァイナンシャル・システムズ社）のソリューション「Active Stream（アクティブ・ストリーム）」の取り扱いを

開始いたしました。さらに、株式会社ブレイニーワークスと、地域金融機関向けソリューションの共同ブランド

「BANK・R（バンクアール）」を立ち上げるなど、新しいソリューションの提供に意欲的に取り組んでいます。 

 製造業向け製品開発ソリューション分野では、サービスならびに提案力のさらなる強化に取り組んでいます。ま

た、製品開発プロセス改革コンサルティングを行う子会社である株式会社アイティアイディコンサルティングの改

革手法をもとに、製品開発にあたっての 適な技術検討手順を導き出す「iPRIME NAVI（アイプライムナビ）」を

開発し、提供を開始しました。 

 基幹業務関連のソリューション分野では、SAPなど代表的基幹業務システムと連携して稼動するデータ連携フレ

ームワーク「BusinessSPECTRE（ビジネススペクトル）」に続き、ワークフローフレームワーク「BusinessHARMONY

（ビジネスハーモニー）」、グローバル会計導入テンプレート「BusinessFUSION（ビジネスフュージョン）」を開

発いたしました。「BusinessSPECTRE」は、当連結会計年度で新規16社、累計32社に導入しております。また、ユ

ーザ数300社を超える連結会計システム「STRAVIS（ストラビス）」は、さらなる機能向上開発を実施し、パイロッ

ト導入を行っております。人事管理システム「POSITIVE」につきましても機能向上開発を推進中です。 

 さらに、電通グループのネット広告会社である株式会社サイバー・コミュニケーションズの子会社である株式会

社クライテリア・コミュニケーションズに資本参加し、ネット広告技術の分野に参入を開始しました。また、企業

内情報検索エンジン「FAST ESP（ファストイーエスピー）」について、ファストサーチ＆トランスファ株式会社と

販売代理店契約も締結し、マーケティングや企業内情報検索等の用途に向けたシステム提案を推進していく計画で

す。 



② 事業基盤の継続的進化 

 当社グループの安定的収益基盤を拡充することを目的に、システムの運用保守事業の強化を図りました。具体的

には、平成20年７月に自社データセンターを購入し、平成21年３月に子会社として株式会社ISIDアドバンストアウ

トソーシングを設立しました。同社は、当社グループが提供する運用保守サービスの中核会社として事業の成長を

図ってまいります。また、当社グループ６社共同で利用する社内システムを構築し、平成21年４月より稼動を開始

いたしました。標準化された業務プロセスをグループ内に浸透させることで、グループ全体の業務効率化に引き続

き取り組んでまいります。 

 さらに、事業環境や顧客ニーズの変化に対応して、各グループ会社のあり方を見直すなど、当社グループ体制の

適化に取り組んでおり、当社は、本決算短信提出日（平成21年５月11日）開催の取締役会において、平成21年10

月１日をもって、子会社である株式会社ブレイニーワークスを吸収合併し、また株式会社ISIDテクノソリューショ

ンズからの事業譲受けを行うことを決議いたしました。 

 

 株式会社ブレイニーワークスは、地域金融機関向けソリューション事業および人事管理ソリューション事業を主

力事業としております。一方、当社におきましても、地域金融機関向けソリューション事業、および会計システム

や基幹業務システム等の経営支援システムを提供するグループ経営ソリューション事業の推進に注力しておりま

す。同社と当社は、これまでも地域金融機関向けソリューションの共同ブランドを立ち上げるなど、連携して事業

を推進してまいりましたが、今後ますます多様化・高度化することが見込まれる顧客ニーズに対応するため、両社

の地域金融機関向けソリューション事業を統合し、また人事管理ソリューション事業とグループ経営ソリューショ

ン事業を統合することが望ましいと判断いたしました。 

 

 これにより、事業戦略の立案から営業・技術に至るまでを一本化するとともに、両社のノウハウ・技術力を活か

したソフトウェア製品開発を一層推し進め、さらなるソリューションの拡充やサービスの向上の実現を目指してま

いります。両社の統合は、以上の通り、経営資源の集中による事業上のメリットが大きく、また重複する管理部門

の効率化によりグループ経営の効率向上を図ることができることから、株式会社ブレイニーワークスを吸収合併す

ることとしたものです。 

 

 株式会社ISIDテクノソリューションズは、製造業向け設計(CAD)および生産準備(CAM)関連のソフトウェア販売お

よび技術支援サービスの提供を主たる事業としております。同社は、ハイエンドCADおよびCAMソフトウェアの市場

に一巡感がみられることから、数年来業績が伸び悩んでおりました。ソリューション提案型のビジネスを強化する

などの事業改革にも取り組んでまいりましたが、昨年下期以降の製造業の情報化投資抑制の影響により同社の業績

はさらに厳しく推移しており、当社は、同社単独による早期の事業改革の達成ならびに事業の回復を見込むことが

厳しいと判断いたしました。 

  

 そこで当社といたしましては、同社の約1,200社の顧客および取引先等への影響を発生させないことを 優先

し、同社が提供してきたソフトウェアやサービスなどを維持するため、同社の事業を当社にて譲受け、その後に同

社を解散する方針としました。同社の強みである金型・生産準備関連のノウハウならびに同社開発のソフトウェア

製品などを取り込み、当社の製造業向け製品開発分野のソリューションとして再構築することで、より一層、付加

価値の高いサービスの提供に努めてまいる所存であります。 

 

 さらに、当社は、アセアン地域における事業を再編することといたしました。同地域におきましては、日系金融

機関の進出の動きが強まっており、海外拠点のシステム化ニーズが高まりつつある一方、日系製造業の大規模な製

品開発拠点設立は一巡しつつあります。この状況に鑑み、当社は、ISI-Dentsu South East Asia Pte. Ltd.（以

下、ISIDシンガポール）を日系金融機関向けソリューションサービスの中核拠点とすることといたしました。一

方、ISIDシンガポールが実施している日系製造業向け製品開発支援ソフトウェア販売・保守事業、ならびに同社が

100％保有しマレーシアにて同事業を実施しているISI-Dentsu South East Asia (Malaysia) Sdn. Bhd. の全株式

を シ ン ガ ポ ー ル 現 地 企 業 に 譲 渡 す る と と も に 、 タ イ に て 同 事 業 を 実 施 し て い る

ISID South East Asia (Thailand) Co., Ltd. については、タイ現地企業に事業譲渡した上で解散することといた

しました。 

 

 なお、アセアン以外のアジア地域については、当社の上海現地法人である上海電通信息服務有限公司（以下、

ISID上海）および香港現地法人であるISI-Dentsu of Hong Kong, Ltd.は、これまでどおり日系金融機関および製

造業企業を中心に中国進出企業に対するソリューションサービス事業を推進してまいります。加えて、近年、グロ

ーバル経営の高度化を目的として需要が高まりつつあるアセアン・中国地域における日系企業の海外拠点への基幹

業務システム導入に関しましても、ISID上海ならびにISIDシンガポールを中核として現地対応開発を含め導入支援

サービスを積極的に提供する計画です。 

 当社グループは、今後も中期経営計画の施策の推進を通してソリューション力の一層の強化を図り、同業他社と異な

るポジションを築き、強いISIDグループの実現と、さらなる高い成長を目指す所存であります。 



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 2,210 3,330

受取手形及び売掛金 18,813 13,429

リース投資資産 － 143

有価証券 50 －

たな卸資産 2,331 －

商品及び製品 － 28

仕掛品 － 884

原材料及び貯蔵品 － 16

繰延税金資産 1,504 1,260

前渡金 3,767 3,775

預け金 10,943 10,940

その他 474 522

貸倒引当金 △24 △38

流動資産合計 40,070 34,293

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 981 1,275

工具、器具及び備品（純額） 263 338

土地 － 2,137

リース資産（純額） － 2,187

建設仮勘定 － 94

その他（純額） 2 －

有形固定資産合計 ※1  1,247 ※1  6,034

無形固定資産   

ソフトウエア 3,065 4,822

のれん 2,316 1,002

リース資産 － 720

その他 76 52

無形固定資産合計 5,458 6,597

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  1,866 ※2  1,805

長期貸付金 2 303

繰延税金資産 242 354

敷金及び保証金 3,580 3,492

その他 ※2  456 ※2  364

貸倒引当金 △1 △5

投資その他の資産合計 6,148 6,314

固定資産合計 12,854 18,945



（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) 

資産合計 52,925 53,239

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,323 5,881

リース債務 － 1,338

未払費用 3,079 2,635

未払法人税等 2,078 1,451

前受金 4,779 4,238

その他 1,903 1,581

流動負債合計 19,164 17,126

固定負債   

リース債務 － 1,742

繰延税金負債 55 －

退職給付引当金 97 －

役員退職慰労引当金 63 63

その他 2 135

固定負債合計 219 1,942

負債合計 19,384 19,068

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,180 8,180

資本剰余金 15,285 15,285

利益剰余金 9,939 10,645

自己株式 △28 △28

株主資本合計 33,377 34,083

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 88 26

繰延ヘッジ損益 △20 10

為替換算調整勘定 △157 △258

評価・換算差額等合計 △89 △221

少数株主持分 253 308

純資産合計 33,541 34,170

負債純資産合計 52,925 53,239



（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 77,311 75,148

売上原価 53,699 51,751

売上総利益 23,612 23,396

販売費及び一般管理費 ※1, ※4  18,917 ※1, ※4  18,915

営業利益 4,694 4,481

営業外収益   

受取利息 100 110

受取配当金 22 29

持分法による投資利益 21 29

為替差益 115 28

雑収入 53 77

営業外収益合計 314 275

営業外費用   

支払利息 － 75

貸倒引当金繰入額 － 24

投資事業組合運用損 15 26

附帯税 15 －

雑損失 2 2

営業外費用合計 34 129

経常利益 4,974 4,628

特別利益   

投資有価証券売却益 138 4

保険解約返戻金 － 35

特別利益合計 138 40

特別損失   

固定資産売却損 － ※2  1

固定資産除却損 ※3  111 ※3  12

投資有価証券評価損 59 141

会員権評価損 － 0

のれん一時償却 ※5  53 ※5  748

関係会社事業損失 － ※6  42

ソフトウェア評価損 ※7  214 ※7  45

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 50

退職給付制度終了損 － 85

特別退職金 － 4

その他 10 －

特別損失合計 449 1,132

税金等調整前当期純利益 4,663 3,536

法人税、住民税及び事業税 2,945 2,023

法人税等調整額 △595 99



（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) 

法人税等合計 2,349 2,123

少数株主利益 39 55

当期純利益 2,275 1,357



（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 8,180 8,180

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,180 8,180

資本剰余金   

前期末残高 15,285 15,285

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,285 15,285

利益剰余金   

前期末残高 8,316 9,939

当期変動額   

剰余金の配当 △651 △651

当期純利益 2,275 1,357

当期変動額合計 1,623 706

当期末残高 9,939 10,645

自己株式   

前期末残高 △28 △28

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △28 △28

株主資本合計   

前期末残高 31,754 33,377

当期変動額   

剰余金の配当 △651 △651

当期純利益 2,275 1,357

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 1,623 706

当期末残高 33,377 34,083



（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 233 88

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △144 △61

当期変動額合計 △144 △61

当期末残高 88 26

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 △20

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20 31

当期変動額合計 △20 31

当期末残高 △20 10

為替換算調整勘定   

前期末残高 10 △157

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △168 △100

当期変動額合計 △168 △100

当期末残高 △157 △258

評価・換算差額等合計   

前期末残高 243 △89

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △333 △131

当期変動額合計 △333 △131

当期末残高 △89 △221

少数株主持分   

前期末残高 213 253

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 39 55

当期変動額合計 39 55

当期末残高 253 308

純資産合計   

前期末残高 32,212 33,541

当期変動額   

剰余金の配当 △651 △651

当期純利益 2,275 1,357

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △294 △76

当期変動額合計 1,328 629

当期末残高 33,541 34,170



（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 4,663 3,536

減価償却費 1,520 3,095

のれん償却額 680 1,313

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 12

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13 △97

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） △104 －

受取利息及び受取配当金 △123 △140

支払利息 － 75

持分法による投資損益（△は益） △3 △18

関係会社事業損失 － 42

固定資産除却損 111 12

ソフトウェア評価損 214 45

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 50

投資有価証券売却損益（△は益） △138 △4

投資有価証券評価損益（△は益） 59 141

売上債権の増減額（△は増加） 1,280 5,367

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,338 1,401

前渡金の増減額（△は増加） △116 △12

仕入債務の増減額（△は減少） △386 △1,440

未払費用の増減額（△は減少） 956 △476

前受金の増減額（△は減少） 633 △535

未払消費税等の増減額（△は減少） 28 △157

その他 56 15

小計 7,998 12,228

利息及び配当金の受取額 120 138

利息の支払額 － △75

法人税等の支払額 △2,659 △2,628

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,458 9,663



（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   

定期預金の預入による支出 － △306

定期預金の払戻による収入 － 201

有価証券の償還による収入 － 50

有形固定資産の取得による支出 △440 △2,882

無形固定資産の取得による支出 △2,159 △3,004

投資有価証券の取得による支出 △94 △171

投資有価証券の売却による収入 236 8

貸付けによる支出 △4 △405

貸付金の回収による収入 2 103

敷金及び保証金の差入による支出 △32 △17

敷金及び保証金の回収による収入 21 103

その他 △76 △19

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,546 △6,340

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △1,557

配当金の支払額 △651 △651

その他 △1 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △653 △2,208

現金及び現金同等物に係る換算差額 △148 △92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,110 1,020

現金及び現金同等物の期首残高 11,042 13,153

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  13,153 ※1  14,174



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事

項 

(1）連結子会社の数 12社 

 連結子会社名は、「２．企業集団の状

況」に記載しているため、省略しており

ます。 

(1）連結子会社の数 13社 

 連結子会社名は、「２．企業集団の状

況」に記載しているため、省略しており

ます。 

 なお、株式会社ISIDアドバンストアウ

トソーシングについては、当連結会計年

度において新たに設立したことにより連

結の範囲に含めております。 

  (2）非連結子会社の数 ４社 

 子会社のうち、以下の４社については

いずれも小規模であり、合計の総資産、

売上高、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等

は、いずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の範囲から

除外しております。 

(2）非連結子会社の数 ４社 

同左 

  （会社名） 

ISID South East Asia (Thailand)  
Co., Ltd. 
株式会社アイエスアイディ・フェアネス 

株式会社三喜 

株式会社ISID北海道  

 

２ 持分法の適用に関する

事項 

(1）持分法適用の関連会社の数 １社 

 関連会社のうち、以下の１社につい

て、持分法を適用しております。 

（会社名） 

株式会社電通イーマーケティングワン 

(1）持分法適用の関連会社の数 １社 

同左 

  (2）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社 

 以下の非連結子会社及び関連会社につ

いては、いずれも当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しております。 

（会社名） 

ISID South East Asia (Thailand)  
Co., Ltd. 
株式会社アイエスアイディ・フェアネス 

株式会社三喜 

株式会社ISID北海道  

上海華鐘計算機軟件開発有限公司 

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社 

 以下の非連結子会社及び関連会社につ

いては、いずれも当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しております。 

（会社名） 

ISID South East Asia (Thailand)  

Co., Ltd. 

株式会社アイエスアイディ・フェアネス

株式会社三喜  

株式会社ISID北海道   

上海華鐘計算機軟件開発有限公司  

ビジネス・コンシェルジュ株式会社  

なお、ビジネス・コンシェルジュ株式

会社については、当連結会計年度におい

て株式を取得したものであります。  

 



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）持分法適用会社の事業年度に関する事

項 

 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社はありません。 

(3）持分法適用会社の事業年度に関する事

項 

同左 

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、決算日が連結決算日

と異なる会社は株式会社エステック及び上

海電通信息服務有限公司であります。連結

財務諸表の作成に際しては、株式会社エス

テックについては同社の決算日（12月31

日）現在の財務諸表を使用しております

が、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。上海電通信息服務有限公司につい

ては、同社の決算日は12月31日であります

が、連結決算日現在で本決算に準じた仮決

算を行った財務諸表を基礎としておりま

す。 

 連結子会社のうち、決算日が連結決算日

と異なる会社は上海電通信息服務有限公司

であります。連結財務諸表の作成に際して

は、同社の決算日は12月31日であります

が、連結決算日現在で本決算に準じた仮決

算を行った財務諸表を基礎としておりま

す。 

 なお、株式会社エステックは、当連結会

計年度より決算日を12月31日から３月31日

に変更したことにより、当連結会計年度に

おける会計期間は15ヵ月となっておりま

す。 

４ 会計処理基準に関する

事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

償却原価法（利息法） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

同左 

  ｂ 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出しており

ます。） 

ｂ 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 

主として個別法による原価法 

③ たな卸資産 

ａ 商品及び製品 

 商品 

 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

り算定しております。） 

製品 

 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

り算定しております。）  

b 仕掛品  

個別法による原価法  

c 原材料及び貯蔵品 

終仕入原価法  

 



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 

(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 

（ただし、当社及び国内連結子会社

が平成10年４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）は定額法） 

   なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

  建物       … ８～18年 建物       … ８～32年 

  工具、器具及び備品… ５～10年 工具、器具及び備品… ５～10年 

  ② 無形固定資産 

ａ 市場販売目的ソフトウェア 

見込販売収益（数量）又は見込有

効期間（３年以内）に基づく定額法 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

ａ 市場販売目的ソフトウェア 

同左 

  ｂ 自社利用ソフトウェア 

社内における利用可能期間（５年

以内）に基づく定額法 

ｂ 自社利用ソフトウェア 

同左 

  ｃ その他 

定額法 

 なお、主な耐用年数は５年であ

ります。 

ｃ その他 

同左 

  ──────  ③ リース資産  

リース期間を耐用年数、残存価額を

零とする定額法  

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

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

勘案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 退職給付引当金 

 国内連結子会社のうち一部において

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。 

② 退職給付引当金 

 国内連結子会社のうち一部において

は、従業員の退職給付に備えるため、

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、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

計上しておりましたが、平成20年12月

に退職一時金制度を廃止し、平成21年

１月より確定拠出年金制度に移行いた

しました。同制度廃止による影響額85

百万円は特別損失に計上しておりま

す。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ③ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額の全額

を計上しております。 

③ 役員退職慰労引当金 

同左 

  ④ 受注損失引当金  

  顧客より受注済みの案件のうち、当

該受注契約の履行に伴い、翌連結会計

年度以降に損失の発生が見込まれ、か

つ、当該損失額を合理的に見積もるこ

とが可能なものについては、将来の損

失に備えるため翌連結会計年度以降に

発生が見込まれる損失額を計上してお

ります。 

④ 受注損失引当金  

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。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

──────  

  (5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ ヘッジ手段 

為替予約取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ａ ヘッジ手段 

同左 

  ｂ ヘッジ対象 

外貨建予定取引 

ｂ ヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 為替予約取引については、実需の範

囲内に限定し、売買益を目的とした投

機的な取引は実施しないこととしてお

ります。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性の評価方法 

 外貨建予定取引については、過去の

取引実績及び今後の取引の実行可能性

を総合的に勘案し、ヘッジ対象として

の適格性を検討することにより、有効

性の評価を実施しております。 

④ ヘッジの有効性の評価方法 

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 

 税抜方式を採用しております。 

(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 

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  

 のれんは、効果の発現する期間に応じて

５年間及び10年間で均等償却しておりま

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 

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） 

７ 連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の

範囲 

 現金及び現金同等物には、手許現金、要

求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期

日が到来し、容易に換金可能、かつ、価値

変動についてリスクが僅少である短期的な

投資を含めております。 

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） 

（有形固定資産の減価償却方法の変更）  （重要な資産の評価基準及び評価方法の変更）  

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 これによる損益への影響は軽微であります。  

 たな卸資産 

 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。これによる損益への影響はありま

せん。 

──────  （リース取引に関する会計基準）  

   所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

  これにより、営業利益が71百万円増加し、経常利益が

４百万円、税金等調整前当期純利益が54百万円減少して

おります。 

──────   （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）   

  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扱い」（実務対応報

告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。こ

れによる損益への影響はありません。 



表示方法の変更 

追加情報 

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） 

(連結貸借対照表) (連結貸借対照表) 

１ 前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「未払費用」は、当連結会計年度

において、負債及び純資産の合計額の100分の５を超

えたため区分掲記しました。 

   なお、前連結会計年度末の「未払費用」は2,129百

万円であります。 

２ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました流動負

債の「繰延税金負債」（当連結会計年度末は０百万

円）は、負債及び純資産の合計額の100分の１以下と

なったため、流動負債の「その他」に含めて表示する

ことにしました。 

１ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。 

   なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ40百万円、2,279百万円、12百万円であ

ります。 

２ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました固定負

債の「繰延税金負債」（当連結会計年度末は２百万

円）は、金額的重要性が乏しくなったため、固定負債

の「その他」に含めて表示することにしました。 

(連結キャッシュ・フロー計算書）  (連結キャッシュ・フロー計算書）  

  営業活動によるキャッシュ・フローの「未払費用の増

減額（減少：△）」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

「未払費用の増減額（減少：△）」は167百万円であり

ます。 

────── 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(事業用資産の新規取得)  

 当社は運用保守サービスの強化のため、平成20年３月

28日の取締役会決議に基づき、平成20年４月１日に不動

産の売買契約を締結しております。  

 内容は下記のとおりです。 

(取得資産の内容) 

名称  三鷹オフィス  

所在地  東京都三鷹市  

資産の概要  土地 2,211.39㎡  

 
建物 鉄筋コンクリート造陸屋根地下

２階付３階建 

取得価額  1,700百万円  

────── 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

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 有形固定資産の減価償却累計額     1,499百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 5,694百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは以下の

とおりであります。 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するものは以下の

とおりであります。 

投資有価証券（株式）       623百万円

その他（出資金）     38百万円

投資有価証券（株式）          530百万円

その他（出資金）       38百万円

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） 

※１ 販売費及び一般管理費 ※１ 販売費及び一般管理費 

販売促進費       1,693百万円

業務開発費       2,125百万円

従業員給与       5,662百万円

業務委託費        1,693百万円

販売促進費 1,604百万円

業務開発費 1,961百万円

従業員給与 5,717百万円

業務委託費 1,783百万円

          ────── ※２ 固定資産売却損の内訳 

  工具、器具及び備品 1百万円

合計 1百万円

※３ 固定資産除却損の内訳 ※３ 固定資産除却損の内訳 

建物 0百万円

工具、器具及び備品 18百万円

ソフトウェア  93百万円

合計     111百万円

建物 2百万円

工具、器具及び備品 8百万円

ソフトウェア  2百万円

合計 12百万円

※４ 一般管理費に含まれる研究開発費 ※４ 一般管理費に含まれる研究開発費 

        905百万円        1,209百万円

 ※５ のれん一時償却は、当連結会計年度の当社の個別

財務諸表において、関係会社株式の減損処理を行っ

たことによるものであります。 

 ※５          同左 

          ──────  ※６ 関係会社事業損失は、子会社における事業の再編

等に伴う費用であります。 

 ※７ ソフトウェア評価損は、当連結会計年度において

販売開始時の総見込販売収益を見直した結果、総見

込販売収益の著しい減少が見込まれたため、当該ソ

フトウェアの経済価値の減少部分を一時の損失とし

て計上したものであります。 

 ※７          同左 



（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

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 

 
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 32,591 － － 32,591 

合計 32,591 － － 32,591 

自己株式        

普通株式（注） 7 0 － 7 

合計 7 0 － 7 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社

（親会社） 

平成13年新株引受権 普通株式 100 － － 100 － 

平成14年新株予約権 普通株式 116 － － 116 － 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－ － － － － － 

連結子会社 － － － － － － － 

合計 － － － － － － 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 325 10.00  平成19年３月31日 平成19年６月27日 

平成19年11月９日 

取締役会 
普通株式 325 10.00  平成19年９月30日 平成19年12月10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６月25日 

定時株主総会 
普通株式 325 利益剰余金  10.00  平成20年３月31日 平成20年６月26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．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０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

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 

次のとおり、決議を予定しております。  

 
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 32,591 － － 32,591 

合計 32,591 － － 32,591 

自己株式        

普通株式（注） 7 0 － 7 

合計 7 0 － 7 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）前連結会計

年度末 
当連結会計
年度増加 

当連結会計 
年度減少 

当連結会計 
年度末 

提出会社

（親会社） 

平成13年新株引受権 普通株式 100 － 50 50 － 

平成14年新株予約権 普通株式 116 － 56 60 － 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－ － － － － － 

連結子会社 － － － － － － － 

合計 － － － － － － 

（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25日 

定時株主総会 
普通株式 325 10.00 平成20年３月31日 平成20年６月26日 

平成20年11月11日 

取締役会 
普通株式 325 10.00 平成20年９月30日 平成20年12月10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６月24日 

定時株主総会 
普通株式 325 利益剰余金  10.00 平成21年３月31日 平成21年６月25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） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成20年３月31日現在） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 （平成21年３月31日現在） 

現金及び預金 2,210百万円

預け金 10,943百万円

現金及び現金同等物 13,153百万円

現金及び預金 3,330百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △96百万円

預け金 10,940百万円

現金及び現金同等物 14,174百万円

──────     ２ 重要な非資金取引の内容  

当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ838

百万円であります。  



（有価証券関係） 

前連結会計年度末（平成20年３月31日） 

１ 売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

３ その他有価証券で時価のあるもの 

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

５ 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 

６ 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 

区分 種類 
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 217 332 114 

(2）債券      

① 国債・地方債 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 217 332 114 

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 72 68 △4 

(2）債券      

① 国債・地方債 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 72 68 △4 

合計 290 401 110 

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） 

236 138 － 

種類 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券  

普通社債  50 

(2）その他有価証券  

非上場株式 738 

その他 103 

  一年以内（百万円） 一年超（百万円） 

(1）債券    

① 国債・地方債 － － 

② 社債 50 － 

③ その他 － － 

(2）その他 － － 

合計 50 － 



当連結会計年度末（平成21年３月31日） 

１ 売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

２ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

３ その他有価証券で時価のあるもの 

４ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

５ 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 

区分 種類 
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 215 260 45 

(2）債券      

① 国債・地方債 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 215 260 45 

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 69 66 △2 

(2）債券      

① 国債・地方債 － － － 

② 社債 － － － 

③ その他 － － － 

(3）その他 － － － 

小計 69 66 △2 

合計 284 327 42 

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） 

8 4 － 

種類 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 906 

その他 40 



（退職給付関係） 

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）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は、確定拠出型年金制度を採

用しております。また、国内連結子会社においては、

確定拠出型年金制度又は退職一時金制度を採用してお

ります。 

(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国内連結子会社は、確定

拠出型年金制度を採用しております。 

 なお、国内連結子会社のうち一部においては、平成

20年12月に退職一時金制度を廃止し、平成21年１月よ

り確定拠出年金制度に移行いたしました。同制度廃止

による影響額85百万円は特別損失に計上しておりま

す。 

(2）退職給付債務に関する事項 (2）退職給付債務に関する事項 

──────  

① 退職給付債務    △97百万円

② 退職給付引当金     △97百万円

 

 上記①及び②は、退職一時金制度を導入している国

内連結子会社に係るものであります。また退職給付債

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 (3）退職給付費用に関する事項 

 「③ その他」は、確定拠出年金への掛金支払額で

あります。  

① 勤務費用   13百万円

② 退職給付費用 13百万円

③ その他 370百万円

④ 計（②＋③） 384百万円

 「④ その他」は、確定拠出年金への掛金支払額で

あります。  

① 勤務費用 24百万円

② 退職給付費用 24百万円

③ 退職給付制度改定損  85百万円

④ その他 386百万円

⑤ 計（②＋③＋④） 496百万円



（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発生の主な原因別

の内訳 

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産）  

繰越欠損金     599百万円

退職給付引当金    38百万円

役員退職慰労引当金    25百万円

未払費用  1,132百万円

投資有価証券    160百万円

減価償却費      339百万円

会員権   44百万円

その他     481百万円

繰延税金資産小計   2,823百万円

評価性引当額    △530百万円

繰延税金資産合計    2,293百万円

（繰延税金負債）  

プログラム等準備金   △537百万円

その他    △64百万円

繰延税金負債合計   △602百万円

繰延税金資産の純額    1,691百万円

（繰延税金資産）  

繰越欠損金    308百万円

役員退職慰労引当金 25百万円

未払費用 967百万円

投資有価証券 75百万円

減価償却費 257百万円

会員権 41百万円

その他 484百万円

繰延税金資産小計 2,161百万円

評価性引当額 △279百万円

繰延税金資産合計 1,881百万円

（繰延税金負債）  

プログラム等準備金 △239百万円

その他 △30百万円

繰延税金負債合計 △269百万円

繰延税金資産の純額 1,612百万円

(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

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率  41.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目   3.0％

評価性引当額の減少 △2.3％

持分法投資利益 △0.2％

のれん償却   6.0％

連結未実現損益調整   1.0％

関係会社株式売却益   1.1％

その他 0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.4％

法定実効税率 41.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0％

評価性引当額の増加 4.4％

持分法投資利益 △0.3％

のれん償却 15.2％

法人税額の税額控除 △0.7％

海外子会社の免税分 △1.0％

海外子会社の適用税率差異 △1.0％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 60.0％



（セグメント情報） 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）において当社グループは、システム開発、

ソフトウェア製・商品の販売、情報処理・通信サービスの提供、情報機器の販売等の情報サービス事業を展開し

ており、単一事業のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

 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）において当社グループは、コンサルティン

グサービス、受託システム開発、ソフトウェア製品・商品の販売、アウトソーシング・運用保守サービス、情報

機器の販売等の情報サービス事業を展開しており、単一事業のため、事業の種類別セグメント情報は記載してお

りません。  

ｂ．所在地別セグメント情報 

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

日 至 平成21年３月31日）において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

める本邦の割合が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

 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）において海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載

を省略しております。 

（関連当事者情報） 

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） 

親会社及び法人主要株主等 

親会社 

 （注） 取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ システム開発等の提供については、市場価格・総原価等を勘案のうえ交渉し、大口顧客としての一般的取

引条件と同様に決定しております。 

取引金額には消費税等を含んでおりません。また、期末残高には消費税等を含んでおります。 

２ 資金の預託に係る利率については、市場金利を参考に、一般的取引条件と同様に決定しております。 

会社名 
（住所） 

資本金 
（百万円） 

事業の内容 議決権等の被所有割合（％） 
関係内容 

役員の兼任等 事業上の関係 

株式会社電通 

（東京都港区） 

58,967 広告業 
  直接   61.9 

  間接    0.0 
兼任  １人 当社の販売先 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円） 

システム開発等の提供 (注１) 12,081 売掛金 5,029 

資金の預託      (注２) 

資金の預託  18,479 

預け金 10,943 資金の回収 15,736 

利息の受取  75 



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。  

なお、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  

    連結財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主（会社等の場合に限る。）等  

  （注） 取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ システム開発等の提供については、市場価格・総原価等を勘案のうえ交渉し、大口顧客としての一般的取

引条件と同様に決定しております。  

  取引金額には消費税等を含んでおりません。また、期末残高には消費税等を含んでおります。  

２ 資金の預託に係る利率については、市場金利を参考に、一般的取引条件と同様に決定しております。  

 ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記  

（１）親会社情報  

株式会社電通（東京証券取引所市場第一部に上場）  

（２）重要な関連会社の要約財務情報   

該当事項はありません。  

会社名 
（住所） 

資本金 
（百万円） 

事業の内容 議決権等の被所有割合（％） 
関係内容 

役員の兼任等 事業上の関係 

株式会社電通 

（東京都港区） 

58,967 広告業 
  直接   61.9 

  間接    0.0 
兼任  １人 当社の販売先 

取引の内容 
取引金額 

（百万円） 
科目 

期末残高 

（百万円） 

システム開発等の提供 (注１) 10,807 売掛金 4,190 

資金の預託      (注２) 

資金の預託  26,189 

預け金 10,940 資金の回収 26,192 

利息の受取  83 



（１株当たり情報） 

 （注）１． 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。 

    ２． １株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額       1,021円61銭

１株当たり当期純利益     69円83銭

１株当たり純資産額  1,039円25銭

１株当たり当期純利益 41円67銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、期

中平均株価が新株予約権の行使価格より低く、１株当た

り当期純利益が希薄化しないため、記載を省略しており

ます。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、期

中平均株価が新株予約権の行使価格より低く、１株当た

り当期純利益が希薄化しないため、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） 

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 当期純利益    2,275百万円

２ 普通株主に帰属しない金額  －百万円

３ 普通株式に係る当期純利益    2,275百万円

４ 期中平均株式数     32,583千株

１ 当期純利益 1,357百万円

２ 普通株主に帰属しない金額   －百万円

３ 普通株式に係る当期純利益  1,357百万円

４ 期中平均株式数 32,583千株

５ 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 

５ 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株引受権 1,000個（100,000株）

新株予約権 1,160個（116,000株）

新株引受権 500個（50,000株）

新株予約権 600個（60,000株）

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 純資産の部の合計額     33,541百万円

２ 純資産の部の合計額から控除する金

額   
    253百万円

  （うち少数株主持分）   （253百万円）

３ 普通株式に係る連結会計年度末の純

資産額  
  33,287百万円

４ １株当たり純資産額の算定に用いら

れた連結会計年度末の普通株式の数   
   32,583千株

１ 純資産の部の合計額   34,170百万円

２ 純資産の部の合計額から控除する金

額   
308百万円

  （うち少数株主持分）   （308百万円）

３ 普通株式に係る連結会計年度末の純

資産額  
33,862百万円

４ １株当たり純資産額の算定に用いら

れた連結会計年度末の普通株式の数   
32,583千株



（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） 

────── （株式会社ブレイニーワークスとの合併）  

当社は、平成21年５月11日に開催された取締役会にお

いて、平成21年10月１日をもって、完全子会社である株

式会社ブレイニーワークスを吸収合併することを決議い

たしました。 

 合併に関する事項の概要は次のとおりであります。 

(1)合併の目的  

 株式会社ブレイニーワークス（以下、「ブレイニー

ワークス」）は、地域金融機関向けソリューション事

業および人事管理ソリューション事業を主力事業とし

ております。一方、当社におきましても、地域金融機

関向けソリューション事業、および会計システムや基

幹業務システム等の経営支援システムを提供するグル

ープ経営ソリューション事業の推進に注力しておりま

す。同社と当社は、これまでも地域金融機関向けソリ

ューションの共同ブランドを立ち上げるなど、連携し

て事業を推進してまいりましたが、今後ますます多様

化・高度化することが見込まれる顧客ニーズに対応す

るため、両社の地域金融機関向けソリューション事業

を統合し、また人事管理ソリューション事業とグルー

プ経営ソリューション事業を統合することが望ましい

と判断いたしました。 

 これにより、事業戦略の立案から営業・技術に至る

までを一本化するとともに、両社のノウハウ・技術力

を活かしたソフトウェア製品開発を一層推し進め、さ

らなるソリューションの拡充やサービスの向上の実現

を目指してまいります。両社の統合は、以上の通り、

経営資源の集中による事業上のメリットが大きく、ま

た重複する管理部門の効率化によりグループ経営の効

率向上を図ることができることから、ブレイニーワー

クスを吸収合併することとしたものです。 

(2)合併の方式  

 当社を存続会社とする吸収合併方式とし、ブレイニ

ーワークスは解散いたします。なお、本合併は、当社

の株主総会の承認を得ずに行う簡易合併です。 

(3)合併比率 

ブレイニーワークスは当社の完全子会社であるた

め、合併比率の取り決めはありません。また、合併に

より発行する新株式はありません。 

(4)ブレイニーワークスの概要（平成21年３月31日現

在） 

①主要な事業の 

内容等 

「２.企業集団の状況」をご覧

ください。 

②直近期の売上高 8,379百万円 

③直近期の当期 

純利益  

13百万円  

④総資産 3,668百万円  

⑤純資産  212百万円  

⑥従業員数  377名  

 



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） 

──────  （株式会社ISIDテクノソリューションズからの事業譲受） 

当社は、平成21年５月11日に開催された取締役会にお

いて、平成21年10月１日をもって、完全子会社である株

式会社ISIDテクノソリューションズからの事業譲受けの

実施を決議いたしました。  

 事業譲受に関する事項の概要は次のとおりでありま

す。 

(1)事業譲受の目的  

株式会社ISIDテクノソリューションズ（以下、

「ISIDテクノソリューションズ」）は、製造業向け設

計(CAD)および生産準備(CAM)関連のソフトウェア販売

および技術支援サービスの提供を主たる事業としてお

ります。同社は、ハイエンドCADおよびCAMソフトウェ

アの市場に一巡感がみられることから、数年来業績が

伸び悩んでおりました。ソリューション提案型のビジ

ネスを強化するなどの事業改革にも取り組んでまいり

ましたが、第３四半期連結会計期間以降の製造業の情

報化投資抑制の影響により同社の業績はさらに厳しく

推移しており、当社は、同社単独による早期の事業改

革の達成ならびに事業の回復を見込むことが厳しいと

判断いたしました。 

 そこで当社といたしましては、同社の約1,200社の

顧客および取引先等への影響を発生させないことを

優先し、同社が提供してきたソフトウェアやサービス

などを維持するため、同社の事業を当社にて譲受け、

その後に同社を解散する方針としました。同社の強み

である金型・生産準備関連のノウハウならびに同社開

発のソフトウェア製品などを取り込み、当社の製造業

向け製品開発分野のソリューションとして再構築する

ことで、より一層、付加価値の高いサービスの提供に

努めてまいる所存であります。 

(2)ISIDテクノソリューションズの概要（平成21年３月

31日現在） 

「２.企業集団の状況」をご覧ください。  

(3)譲受け価額 

 現在算定中であります。 



５．生産、受注及び販売の状況 

当連結会計年度より、営業品目の変更に伴い、受注生産品目の区分を「受託システム開発」「ソフトウエア製品アド

オン開発」「ソフトウエア商品アドオン開発」に、販売品目の区分を「コンサルティングサービス」「受託システム開

発」「ソフトウエア製品」「ソフトウエア商品」「アウトソーシング・運用保守サービス」からなる「ITサービス」及

び「情報機器販売・その他」に変更しております。  

（１）生産実績 

 （注）１ ソフトウエア製品アドオン開発及びソフトウエア商品アドオン開発には導入支援が含まれております。 

２ 金額は、販売価格に換算して表示しております。 

３ 前連結会計年度は、次のとおり開示しております。  

４ 金額には、消費税等は含まれておりません。  

（２）受注実績 

 （注）１ ソフトウエア製品アドオン開発及びソフトウエア商品アドオン開発には導入支援が含まれております。 

２ 前連結会計年度は、次のとおり開示しております。  

３ 金額には、消費税等は含まれておりません。  

区分 生産高（百万円） 前年同期比（％） 

受託システム開発  21,236 84.2 

ソフトウエア製品アドオン開発  4,564 95.1 

ソフトウエア商品アドオン開発  8,183 87.2 

合計 33,984 86.2 

区分 生産高（百万円） 前年同期比（％） 

 システム開発 32,471 112.8 

合計 32,471 112.8 

区分 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％） 

受託システム開発   22,999 100.2 1,734 147.3 

ソフトウエア製品 

アドオン開発  
5,087 99.7 965 146.7 

ソフトウエア商品 

アドオン開発   
8,606 94.9 772 80.2 

合計  36,693 98.8 3,471 124.0 

区分 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高（百万円） 前年同期比（％） 

 システム開発 30,830 104.4 2,583 100.5 

合計  30,830 104.4 2,583 100.5 



（３）販売実績 

 （注）１ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 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、以下のとおりであります。 

３ 前連結会計年度は、次のとおり開示しております。   

区分 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

コンサルティングサービス 3,770 104.1 

受託システム開発 22,443 93.2 

ソフトウエア製品 9,782 108.4 

ソフトウエア商品  25,222 96.1 

アウトソーシング・運用保守サービス 5,938 115.6 

ITサービス計  67,158 98.6 

情報機器販売・その他  7,990 86.8 

情報機器販売・その他計  7,990 86.8 

合計  75,148 97.2 

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（％）  

株式会社電通  12,081 15.6 10,807 14.4 

区分 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

 システム開発 30,819 106.2 

 ソフトウエア製品 4,403 98.8 

 情報処理・通信サービス 4,476 103.8 

情報サービス計  39,698 105.1 

 ソフトウエア商品 30,925 103.8 

 情報機器販売 6,485 87.6 

 その他 200 108.7 

情報関連商品販売計  37,612 100.6 

合計  77,311 102.8 



６．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 334 1,140

受取手形 60 44

売掛金 ※2  15,646 ※2  10,882

リース投資資産 － 143

有価証券 50 －

商品 28 －

商品及び製品 － 6

仕掛品 2,125 626

貯蔵品 6 －

原材料及び貯蔵品 － 10

前渡金 3,371 3,294

前払費用 303 302

繰延税金資産 841 725

短期貸付金 ※2  1,500 ※2  200

預け金 ※2  10,943 ※2  10,940

その他 108 135

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 35,317 28,450

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 865 1,180

工具、器具及び備品（純額） 152 220

土地 － 1,892

リース資産（純額） － 2,153

有形固定資産合計 ※1  1,017 ※1  5,447

無形固定資産   

ソフトウエア 2,495 4,501

リース資産 － 717

電話加入権 27 27

施設利用権 4 4

その他 8 4

無形固定資産合計 2,535 5,254

投資その他の資産   

投資有価証券 1,017 1,053

関係会社株式 5,865 5,242

出資金 29 －

関係会社出資金 268 268

長期貸付金 － 300



（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) 

関係会社長期貸付金 1,250 1,800

破産更生債権等 － 4

長期前払費用 188 123

繰延税金資産 － 168

敷金及び保証金 3,433 3,351

その他 186 183

貸倒引当金 △26 △30

投資その他の資産合計 12,213 12,464

固定資産合計 15,767 23,166

資産合計 51,084 51,616

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※2  7,406 ※2  5,553

リース債務 － 1,320

未払金 678 602

未払費用 2,299 1,857

未払法人税等 1,853 1,310

未払消費税等 584 485

前受金 3,552 3,069

預り金 ※2  1,562 ※2  2,378

その他 101 0

流動負債合計 18,039 16,579

固定負債   

リース債務 － 1,723

役員退職慰労引当金 36 36

長期未払金 － 36

繰延税金負債 55 －

預り保証金 ※2  610 ※2  603

固定負債合計 702 2,400

負債合計 18,742 18,979



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,180 8,180

資本剰余金   

資本準備金 15,285 15,285

資本剰余金合計 15,285 15,285

利益剰余金   

利益準備金 160 160

その他利益剰余金   

プログラム等準備金 740 327

別途積立金 4,800 6,200

繰越利益剰余金 3,134 2,473

利益剰余金合計 8,836 9,161

自己株式 △28 △28

株主資本合計 32,274 32,599

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 88 26

繰延ヘッジ損益 △20 10

評価・換算差額等合計 67 37

純資産合計 32,342 32,636

負債純資産合計 51,084 51,616



（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   

情報サービス売上高 30,176 －

情報関連商品売上高 30,694 －

ＩＴサービス売上高 － 53,436

情報機器販売・その他売上高 － 6,048

売上高合計 ※5  60,871 ※5  59,485

売上原価   

情報サービス売上原価 21,686 －

情報関連商品売上原価 22,928 －

ＩＴサービス売上原価 － 37,455

情報機器販売・その他売上原価 － 5,386

売上原価合計 44,614 42,842

売上総利益 16,256 16,643

販売費及び一般管理費 ※1, ※4  12,742 ※1, ※4  12,942

営業利益 3,513 3,700

営業外収益   

受取利息 ※5  164 ※5  152

受取配当金 41 40

為替差益 116 24

オフィス業務受託収益 ※5  188 ※5  203

雑収入 38 40

営業外収益合計 549 461

営業外費用   

支払利息 ※5  9 ※5  88

支払手数料 2 2

貸倒引当金繰入額 15 4

投資事業組合運用損 15 26

附帯税 15 －

雑損失 0 0

営業外費用合計 58 121

経常利益 4,004 4,040

特別利益   

投資有価証券売却益 138 4

特別利益合計 138 4



（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) 

特別損失   

固定資産売却損 － ※2  0

固定資産除却損 ※3  110 ※3  8

投資有価証券評価損 53 25

関係会社株式評価損 612 1,350

会員権評価損 － 0

デット・エクイティ・スワップ損失 80 －

ソフトウェア評価損 ※6  76 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 49

特別退職金 － 2

その他 3 －

特別損失合計 936 1,436

税引前当期純利益 3,206 2,607

法人税、住民税及び事業税 2,577 1,717

法人税等調整額 △900 △87

法人税等合計 1,677 1,630

当期純利益 1,529 976



売上原価明細書 

(イ）情報サービス売上原価明細書 

 （注） 

   
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 外注費   24,077 68.6 

Ⅱ 労務費   7,390 21.1 

Ⅲ 経費 ※１ 3,622 10.3 

当期総製造費用   35,091 100.0 

期首仕掛品たな卸高   725 

合計   35,817  

他勘定からの振替高 ※２ 683  

他勘定への振替高 ※３ 12,688  

期末仕掛品たな卸高   2,125  

当期情報サービス売上原価   21,686  

       

前事業年度 

※１ 経費の主な内訳は以下のとおりであります。 

賃借料  1,667百万円

通信費    512百万円

※２ 他勘定からの振替高の内訳は以下のとおりであり
ます。 

固定資産からの振替高    683百万円

※３ 他勘定への振替高の内訳は以下のとおりでありま
す。 

情報関連商品売上原価への振替高  7,823百万円

販売費及び一般管理費への振替高  4,030百万円

固定資産への振替高    835百万円

原価計算の方法 
 当社は、個別受注によるシステムの開発等を行ってい
るため、プロジェクト別個別原価計算を採用しておりま
す。 



(ロ）情報関連商品売上原価明細書 

 （注） 

   
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） 

Ⅰ 期首商品たな卸高   42 

Ⅱ 当期商品仕入高   15,114 

合計   15,157 

他勘定からの振替高 ※１ 10,825 

他勘定への振替高 ※２ 3,025 

期末商品たな卸高   28 

当期情報関連商品売上原価   22,928 

     

前事業年度 

※１ 他勘定からの振替高の内訳は以下のとおりであり
ます。 

情報サービス売上原価からの振替高 7,823百万円

前渡金からの振替高 3,001百万円

※２ 他勘定への振替高の内訳は以下のとおりでありま
す。 

前渡金への振替高 2,921百万円

受注損失引当金戻入額への振替高   104百万円



 当事業年度より、売上原価の区分を、「情報サービス売上原価」および「情報関連商品売上原価」から、「ITサービス

売上原価」および「情報機器販売・その他売上原価」に変更しております。下記表示のうち、前事業年度については、変

更後の表示方法による金額を記載しております。 

 （イ）ITサービス売上原価明細書 

 （注） 

   
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（製造原価明細）           

Ⅰ 外注費    24,077 68.6 21,293 66.8 

Ⅱ 労務費   7,390 21.1 7,117 22.3 

Ⅲ 経費 ※１ 3,622 10.3 3,484 10.9 

当期総製造費用    35,091 100.0 31,895 100.0 

期首仕掛品たな卸高    725   2,125   

 合計   35,817   34,021   

他勘定からの振替高  ※２ 683   750   

他勘定への振替高  ※３ 5,635   5,031   

期末仕掛品たな卸高    2,125   626   

当期製造原価    28,739   29,114   

（商品原価明細）            

Ⅰ 期首商品たな卸高     14   0   

Ⅱ 当期商品仕入高    8,748   8,276   

  合計   8,762   8,276   

他勘定からの振替高  ※４ 2,572   1,997   

他勘定への振替高  ※５ 2,101   1,933   

期末商品たな卸高    0   0   

当期商品原価    9,232   8,341   

当期ITサービス売上原価    37,972   37,455   

           

前事業年度 当事業年度 

※１ 経費の主な内訳は以下のとおりであります。 ※１ 経費の主な内訳は以下のとおりであります。 

賃借料 1,667百万円

通信費  512百万円

賃借料 1,246百万円

減価償却費  604百万円

通信費  483百万円

※２ 他勘定からの振替高の内訳は以下のとおりであり

ます。 

※２ 他勘定からの振替高の内訳は以下のとおりであり

ます。  

固定資産からの振替高 683百万円 固定資産からの振替高 750百万円

 



  （ロ）情報機器販売・その他売上原価明細書 

 （注） 

前事業年度 当事業年度 

※３ 他勘定への振替高の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※３ 他勘定への振替高の内訳は以下のとおりでありま

す。 

情報機器販売・その他売上原価へ

の振替高 

770百万円

販売費及び一般管理費への振替高 4,030百万円

固定資産への振替高 835百万円

情報機器販売・その他売上原価へ

の振替高 

443百万円

販売費及び一般管理費への振替高 3,767百万円

固定資産への振替高 820百万円

※４ 他勘定からの振替高の内訳は以下のとおりであり

ます。 

※４ 他勘定からの振替高の内訳は以下のとおりであり

ます。  

前渡金からの振替高  2,572百万円 前渡金からの振替高  1,997百万円

※５ 他勘定への振替高の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※５ 他勘定への振替高の内訳は以下のとおりでありま

す。 

前渡金への振替高  1,997百万円

受注損失引当金戻入額への振替高 104百万円

前渡金への振替高  1,933百万円

原価計算の方法  

当社は、個別受注によるシステムの開発等を行ってい

るため、プロジェクト別個別原価計算を採用しておりま

す。 

原価計算の方法  

同左  

   
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） 

区分 
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 期首たな卸高  28 27 

Ⅱ 当期商品仕入高  6,366 5,120 

    合計  6,395 5,148 

他勘定からの振替高  ※１ 1,198 1,366 

他勘定への振替高  ※２ 923 1,122 

期末商品たな卸高   27 6 

情報機器・その他売上原価   6,642 5,386 

       

前事業年度 当事業年度 

※１ 他勘定からの振替高の内訳は以下のとおりであり

ます。 

※１ 他勘定からの振替高の内訳は以下のとおりであり

ます。 

ITサービス売上原価からの振替高 770百万円

前渡金からの振替高  428百万円

ITサービス売上原価からの振替高 443百万円

前渡金からの振替高  923百万円

※２ 他勘定への振替高の内訳は以下のとおりでありま

す。 

※２ 他勘定への振替高の内訳は以下のとおりでありま

す。 

前渡金への振替高 923百万円 前渡金への振替高 1,122百万円



（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 8,180 8,180

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,180 8,180

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 15,285 15,285

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,285 15,285

資本剰余金合計   

前期末残高 15,285 15,285

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,285 15,285

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 160 160

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 160 160

その他利益剰余金   

プログラム等準備金   

前期末残高 1,298 740

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 △557 △413

当期変動額合計 △557 △413

当期末残高 740 327

別途積立金   

前期末残高 3,643 4,800

当期変動額   

別途積立金の積立 1,157 1,400

当期変動額合計 1,157 1,400

当期末残高 4,800 6,200

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,856 3,134

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 557 413



（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) 

別途積立金の積立 △1,157 △1,400

剰余金の配当 △651 △651

当期純利益 1,529 976

当期変動額合計 278 △661

当期末残高 3,134 2,473

利益剰余金合計   

前期末残高 7,958 8,836

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △651 △651

当期純利益 1,529 976

当期変動額合計 877 325

当期末残高 8,836 9,161

自己株式   

前期末残高 △28 △28

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △28 △28

株主資本合計   

前期末残高 31,396 32,274

当期変動額   

剰余金の配当 △651 △651

当期純利益 1,529 976

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 877 325

当期末残高 32,274 32,599

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 233 88

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △144 △61

当期変動額合計 △144 △61

当期末残高 88 26

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 △20

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20 31

当期変動額合計 △20 31



（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) 

当期末残高 △20 10

評価・換算差額等合計   

前期末残高 233 67

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △165 △30

当期変動額合計 △165 △30

当期末残高 67 37

純資産合計   

前期末残高 31,629 32,342

当期変動額   

剰余金の配当 △651 △651

当期純利益 1,529 976

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △165 △30

当期変動額合計 712 294

当期末残高 32,342 32,636



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

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 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）満期保有目的の債券 

償却原価法（利息法） 

(1）満期保有目的の債券 

同左 

  (2）子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(2）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (3）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

…決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算出しております。） 

(3）その他有価証券 

① 時価のあるもの 

同左 

  ② 時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

② 時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

時価法 同左 

３ 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 

① 商品 

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

に基づく簿価切下げの方法により

算定しております。）  

② 製品 

個別法による原価法  

（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により

算定しております。）  

  (2）仕掛品 

個別法による原価法 

(2）仕掛品 

同左 

  (3）貯蔵品 

終仕入原価法 

(3）原材料及び貯蔵品 

同左 

 



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） 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        … ８～18年 

工具、器具及び備品 … ５～10年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

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）は定額

法） 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。  

建物        … ８～32年 

工具、器具及び備品 … ５～10年 

  (2）無形固定資産 

① 市場販売目的ソフトウェア 

 見込販売収益（数量）又は見込有

効期間（３年以内）に基づく定額法 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

① 市場販売目的ソフトウェア 

同左 

  ② 自社利用ソフトウェア 

 社内における利用可能期間（５年

以内）に基づく定額法 

② 自社利用ソフトウェア 

同左 

  ③ その他 

 定額法 

  なお、主な耐用年数は５年であり

ます。 

③ その他 

同左 

  ────── (3）リース資産  

リース期間を耐用年数、残存価額を零

とする定額法  

  (3）長期前払費用 

 定額法 

 なお、主な償却期間は４年及び５年

であります。  

(4）長期前払費用 

同左 

５ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

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

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）役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額の全額

を計上しております。 

(2）役員退職慰労引当金 

同左 

  (3）受注損失引当金  

  顧客より受注済みの案件のうち、 当

該受注契約の履行に伴い、翌事業年度

以降に損失の発生が見込まれ、かつ、

当該損失額を合理的に見積もることが

可能なものについては、将来の損失に

備えるため翌事業年度以降に発生が見

込まれる損失額を計上しております。  

(3）受注損失引当金  

同左 

 



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） 

６ 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。 

────── 

７ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ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 

① ヘッジ手段 

為替予約取引 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

① ヘッジ手段 

同左 

  ② ヘッジ対象 

外貨建予定取引 

② ヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 為替予約取引については、実需の範

囲内に限定し、売買益を目的とした投

機的な取引は実施しないこととしてお

ります。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (4）ヘッジの有効性の評価方法 

 外貨建予定取引については、過去の

取引実績及び今後の取引の実行可能性

を総合的に勘案し、ヘッジ対象として

の適格性を検討することにより、有効

性の評価を実施しております。 

(4）ヘッジの有効性の評価方法 

同左 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計処理方法の変更 

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） 

（有形固定資産の減価償却方法の変更）  （重要な資産の評価基準及び評価方法の変更）  

 法人税法の改正に伴い、当期より、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。 

 これによる損益への影響は軽微であります。   

 たな卸資産 

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適

用しております。これによる損益への影響はありませ

ん。    

────── （リース取引に関する会計基準）   

   所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。  

 これにより、営業利益が70百万円増加し、経常利益が

４百万円、税引前当期純利益が53百万円減少しておりま

す。 

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） 

 当事業年度より、営業品目を変更したことに伴い、売

上高及び売上原価の表示区分を「情報サービス」及び

「情報関連商品」から「ITサービス」及び「情報機器販

売・その他」に変更しました。  

なお、前事業年度の売上高及び売上原価を当事業年度

に用いた方法により区分したものは、次のとおりです。 

（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）

売上高  

ITサービス売上高 53,685

情報機器販売・その他 

売上高 7,185

売上高合計  60,871

売上原価   

ITサービス売上原価  37,972

情報機器販売・その他 

売上原価 6,642

売上原価合計  44,614



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） 

(事業用資産の新規取得）  

 当社は運用保守サービスの強化のため、平成20年３月

28日の取締役会決議に基づき、平成20年４月１日に不動

産の売買契約を締結しております。 

 内容は下記のとおりです。  

(取得資産の内容)  

名称  三鷹オフィス  

所在地  東京都三鷹市  

資産の概要  土地 2,211.39㎡  

 
建物 鉄筋コンクリート造陸屋根地下

２階付３階建 

取得価額  1,700百万円  

────── 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

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） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額      1,168百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 5,172百万円

※２ 関係会社に係る注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは以下のとおりであります。 

※２ 関係会社に係る注記 

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは以下のとおりであります。 

売掛金     5,074百万円

短期貸付金     1,500百万円

預け金     10,943百万円

買掛金     1,514百万円

預り金      1,489百万円

預り保証金        608百万円

売掛金 4,225百万円

短期貸付金 200百万円

預け金 10,940百万円

買掛金 1,001百万円

預り金  2,302百万円

預り保証金 602百万円

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） 

※１ 販売費及び一般管理費 ※１ 販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合  58％

一般管理費に属する費用のおおよその割合  42％

販売費に属する費用のおおよその割合 55％

一般管理費に属する費用のおおよその割合 45％

販売促進費       1,168百万円

業務開発費        1,534百万円

従業員給与        3,723百万円

賃借料       1,171百万円

業務委託費       1,506百万円

減価償却費       294百万円

販売促進費 1,130百万円

業務開発費 1,499百万円

従業員給与 3,900百万円

賃借料 990百万円

業務委託費 1,726百万円

減価償却費 583百万円

            ──────   ※２ 固定資産売却損の内容  

  工具、器具及び備品     0百万円

合計      0百万円

※３ 固定資産除却損の内容 ※３ 固定資産除却損の内容 

工具、器具及び備品   17百万円

ソフトウエア     93百万円

合計   110百万円

建物     0百万円

工具、器具及び備品 5百万円

ソフトウエア       2百万円

合計      8百万円

※４ 一般管理費に含まれる研究開発費 ※４ 一般管理費に含まれる研究開発費 

         657百万円   480百万円

※５ 関係会社に係る注記 ※５ 関係会社に係る注記 

売上高 12,486百万円

受取利息  163百万円

オフィス業務受託収益        188百万円

支払利息   9百万円

売上高 11,203百万円

受取利息 144百万円

オフィス業務受託収益 203百万円

支払利息  14百万円

 ※６ ソフトウェア評価損は、当期において販売開始時

の総見込販売収益を見直した結果、総見込販売収益

の著しい減少が見込まれたため、当該ソフトウェア

の経済価値の減少部分を一時の損失として計上した

ものであります。 

           ────── 



（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

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０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の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０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注） 7 0 － 7 

合計 7 0 － 7 

 
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式（注） 7 0 － 7 

合計 7 0 － 7 



（有価証券関係） 

前事業年度末（平成20年３月31日）及び当事業年度末（平成21年３月31日）のいずれにおいても子会社株式及

び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（税効果会計関係） 

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） 

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(1）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（繰延税金資産）  

未払事業税   154百万円

未払費用    904百万円

役員退職慰労引当金   15百万円

投資有価証券   48百万円

会員権   40百万円

減価償却費     196百万円

関係会社株式     331百万円

貸倒引当金  10百万円

その他       90百万円

繰延税金資産小計    1,791百万円

評価性引当額    △430百万円

繰延税金資産合計    1,361百万円

（繰延税金負債）  

プログラム等準備金    △514百万円

その他有価証券評価差額金     △61百万円

繰延税金負債合計   △576百万円

繰延税金資産の純額     785百万円

（繰延税金資産）  

未払事業税 115百万円

未払費用 721百万円

役員退職慰労引当金 15百万円

投資有価証券  28百万円

会員権 37百万円

減価償却費 190百万円

関係会社株式 884百万円

貸倒引当金 11百万円

その他 102百万円

繰延税金資産小計 2,107百万円

評価性引当額 △960百万円

繰延税金資産合計 1,147百万円

（繰延税金負債）  

プログラム等準備金 △227百万円

その他有価証券評価差額金  △18百万円

その他  △7百万円

繰延税金負債合計 △253百万円

繰延税金資産の純額 893百万円

(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

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 41.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.0％

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.3％

評価性引当額の増加   9.1％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.3％

法定実効税率 41.0％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.9％

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △0.2％

評価性引当額の増加 20.3％

法人税額の税額控除 △0.9％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 62.5％



（１株当たり情報） 

 （注）１． 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。 

     ２． １株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

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株当たり純資産額       992円58銭

１株当たり当期純利益      46円94銭

１株当たり純資産額          1,001円64銭

１株当たり当期純利益        29円98銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、期

中平均株価が新株予約権の行使価格より低く、１株当た

り当期純利益が希薄化しないため、記載を省略しており

ます。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、期

中平均株価が新株予約権の行使価格より低く、１株当た

り当期純利益が希薄化しないため、記載を省略しており

ます。 

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 当期純利益   1,529百万円

２ 普通株主に帰属しない金額  －百万円

３ 普通株式に係る当期純利益    1,529百万円

４ 期中平均株式数     32,583千株

１ 当期純利益 976百万円

２ 普通株主に帰属しない金額 －百万円

３ 普通株式に係る当期純利益 976百万円

４ 期中平均株式数 32,583千株

５ 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 

５ 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株引受権 1,000個（100,000株）

新株予約権  1,160個（116,000株）

新株引受権   500個（ 50,000株）

新株予約権   600個（ 60,000株）

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） 

１ 純資産の部の合計額    32,342百万円

２ 純資産の部の合計額から控除する金

額    
 －百万円

３ 普通株式に係る当期末の純資産額    32,342百万円

４ １株当たり純資産額の算定に用いら

れた当期末の普通株式の数   
  32,583千株

１ 純資産の部の合計額     32,636百万円

２ 純資産の部の合計額から控除する金

額    
  －百万円

３ 普通株式に係る当期末の純資産額    32,636百万円

４ １株当たり純資産額の算定に用いら

れた当期末の普通株式の数   
  32,583千株



（重要な後発事象） 

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） 

────── （株式会社ブレイニーワークスとの合併）  

当社は、平成21年５月11日に開催された取締役会にお

いて、平成21年10月１日をもって、完全子会社である株

式会社ブレイニーワークスを吸収合併することを決議い

たしました。  

 合併に関する事項の概要は次のとおりであります。  

(1)合併の目的   

 株式会社ブレイニーワークス（以下、「ブレイニー

ワークス」）は、地域金融機関向けソリューション事

業および人事管理ソリューション事業を主力事業とし

ております。一方、当社におきましても、地域金融機

関向けソリューション事業、および会計システムや基

幹業務システム等の経営支援システムを提供するグル

ープ経営ソリューション事業の推進に注力しておりま

す。同社と当社は、これまでも地域金融機関向けソリ

ューションの共同ブランドを立ち上げるなど、連携し

て事業を推進してまいりましたが、今後ますます多様

化・高度化することが見込まれる顧客ニーズに対応す

るため、両社の地域金融機関向けソリューション事業

を統合し、また人事管理ソリューション事業とグルー

プ経営ソリューション事業を統合することが望ましい

と判断いたしました。 

 これにより、事業戦略の立案から営業・技術に至る

までを一本化するとともに、両社のノウハウ・技術力

を活かしたソフトウェア製品開発を一層推し進め、さ

らなるソリューションの拡充やサービスの向上の実現

を目指してまいります。両社の統合は、以上の通り、

経営資源の集中による事業上のメリットが大きく、ま

た重複する管理部門の効率化によりグループ経営の効

率向上を図ることができることから、ブレイニーワー

クスを吸収合併することとしたものです。  

(2)合併の方式 

 当社を存続会社とする吸収合併方式とし、ブレイニ

ーワークスは解散いたします。なお、本合併は、当社

の株主総会の承認を得ずに行う簡易合併です。  

(3)合併比率  

  ブレイニーワークスは当社の完全子会社であるた

め、合併比率の取り決めはありません。また、合併に

より発行する新株式はありません。  

(4)ブレイニーワークスの概要（平成21年３月31日現

在）  

①主要な事業の 

内容等 

「２.企業集団の状況」をご覧

ください。 

②直近期の売上高 8,379百万円 

③直近期の当期 

純利益  

13百万円  

④総資産 3,668百万円  

⑤純資産  212百万円  

⑥従業員数  377名  

 



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） 

──────  （株式会社ISIDテクノソリューションズからの事業譲受） 

当社は、平成21年５月11日に開催された取締役会にお

いて、平成21年10月１日をもって、完全子会社である株

式会社ISIDテクノソリューションズからの事業譲受けの

実施を決議いたしました。   

 事業譲受に関する事項の概要は次のとおりでありま

す。  

(1)事業譲受の目的   

株式会社ISIDテクノソリューションズ（以下、

「ISIDテクノソリューションズ」）は、製造業向け設

計(CAD)および生産準備(CAM)関連のソフトウェア販売

および技術支援サービスの提供を主たる事業としてお

ります。同社は、ハイエンドCADおよびCAMソフトウェ

アの市場に一巡感がみられることから、数年来業績が

伸び悩んでおりました。ソリューション提案型のビジ

ネスを強化するなどの事業改革にも取り組んでまいり

ましたが、第３四半期会計期間以降の製造業の情報化

投資抑制の影響により同社の業績はさらに厳しく推移

しており、当社は、同社単独による早期の事業改革の

達成ならびに事業の回復を見込むことが厳しいと判断

いたしました。 

 そこで当社といたしましては、同社の約1,200社の

顧客および取引先等への影響を発生させないことを

優先し、同社が提供してきたソフトウェアやサービス

などを維持するため、同社の事業を当社にて譲受け、

その後に同社を解散する方針としました。同社の強み

である金型・生産準備関連のノウハウならびに同社開

発のソフトウェア製品などを取り込み、当社の製造業

向け製品開発分野のソリューションとして再構築する

ことで、より一層、付加価値の高いサービスの提供に

努めてまいる所存であります。 

(2)ISIDテクノソリューションズの概要（平成21年３月

31日現在）  

「２.企業集団の状況」をご覧ください。   

(3)譲受け価額  

 現在算定中であります。  



７．役員の異動（平成21年６月24日付） 

  

（１）代表者の異動  

   ・該当事項はありません。 

  

（２）その他の役員の異動 

   ・新任取締役候補 

     専務取締役   釜井 節生  （現 株式会社電通 取締役）  

     取締役     小林  明  （現 常務執行役員） 

     取締役（社外） 岩上 和道  （現 株式会社電通 執行役員、ビジネス統括局長）    

   ・退任予定取締役 

     取締役（社外） 中本 祥一  （現 株式会社電通 常務執行役員） 

   ・昇任取締役候補 

     専務取締役   市川 建志  （現 常務取締役） 
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