
 

 

２００９年５月 11 日 

 

各      位 

会 社 名 株 式 会 社 ア イ テ ィ フ ォ ー 

代表者名  代 表 取 締 役 社 長  須 賀 井  孝 夫 

（コード番号４７４３ 東証一部 ） 

問合せ先 取締役執行役員管理本部長 小林 基昭 

TEL．０３－ ５２７５ －７９０２ 

 

（訂正・数値データ訂正あり）平成２１年３月期 決算短信の一部訂正について 

 

 ２００９年５月１日付けで発表いたしました「平成２１年３月期 決算短信」につきまして、一部誤りがあり

ましたので、下記のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所には下線を付しております。 

 

記 
【1 ページ】 

 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） 

  （1）連結経営成績 

  （参考）持分法投資損益 21 年３月期 

    （訂正前）  △１百万円 

    （訂正後）   1 百万円 

 

【2 ページ】 

 （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） 

（1）個別経営成績 

 （訂正前） 

（％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 11,716 2.0 1,639 △2.0 1,564 △3.4 910 15.2
20 年 3 月期 11,491 2.1 1,673 9.0 1,619 4.4 790 3.7

 （訂正後） 

（％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 11,716 2.0 1,639 △2.0 1,564 △3.4 910 15.2
20 年 3 月期 11,491 △2.1 1,673 9.0 1,619 4.4 790 3.7

 

 

 

 

 

 



【４ページ】 

 ４行目 

 （訂正前） 

  その結果、受注は７,２７２百万円（前期比７４．３％）、売上は８,３３５百万円（前期比９９．５％）とな

りました。 

 （訂正後） 

  その結果、受注は７,２７２百万円（前期比８２．１％）、売上は８,３３５百万円（前期比９９．５％）とな

りました。 

 

【31 ページ】 

（退職給付関係） 

 ２．退職給付債務に関する事項 

 （訂正前） 

    前連結会計年度（2008 年３月 31 日） 当連結会計年度（2009 年３月 31 日）

① 退職給付債務（千円） △866,919   △864,055   

② 年金資産（千円） 538,054   429,962   

③ 未積立退職給付債務（千円） △328,865   △434,093   

④  
未認識数理計算上の差異

（千円） 
74,439   157,714   

⑤ 退職給付引当金（千円） △254,425   △276,378   

 （訂正前） 

    前連結会計年度（2008 年３月 31 日） 当連結会計年度（2009 年３月 31 日）

① 退職給付債務（千円） △866,919   △864,978   

② 年金資産（千円） 538,054   429,962   

③ 未積立退職給付債務（千円） △328,865   △435,016   

④  
未認識数理計算上の差異

（千円） 
74,439   157,714   

⑤ 退職給付引当金（千円） △254,425   △277,301   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【39 ページ】 

  生産、受注及び販売の状況   

  （2）受注の状況 

   （訂正前） 

   （訂正後） 

 

 

以  上 

当連結会計年度 

（自 2008 年４月１日 

 １ 至 2009 年３月 31 日） 

項目 

受注高（千円） 前年同期比

(％) 

受注残高 

（千円） 

前年同期比

(％) 

システムソリューション 7,272,840 74.3 2,544,554 171.8

ネットワークソリューション 1,065,717 114.4 134,383 70.5

カスタマーサービス 2,652,774 105.1 1,173,435 108.0

合計 10,991,333 89.3 3,852,373 80.7

当連結会計年度 

（自 2008 年４月１日 

 至 2009 年３月 31 日） 

項目 

受注高（千円） 前年同期比

(％) 

受注残高 

（千円） 

前年同期比

(％) 

システムソリューション 7,272,840 82.1 2,544,554 70.5

ネットワークソリューション 1,065,717 114.4 134,383 171.8

カスタマーサービス 2,652,774 105.1 1,173,435 108.0

合計 10,991,333 89.3 3,852,373 80.7



平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月1日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 アイティフォー 上場取引所 東 

コード番号 4743 URL http://www.itfor.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 須賀井 孝夫

問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員管理本部長 （氏名） 小林 基昭 TEL 03-5275-7902
定時株主総会開催予定日 平成21年6月19日 配当支払開始予定日 平成21年6月22日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月19日

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） 

21年3月期の潜在株式調整後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ないため記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
20年3月期より連結財務諸表を作成しているため、20年３月期における対前期比増減率は記載しておりません。 

(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 11,910 1.0 1,627 △2.5 1,550 △5.9 902 5.8
20年3月期 11,795 ― 1,668 ― 1,648 ― 853 ―

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 32.45 ― 12.0 13.3 13.7
20年3月期 30.60 29.69 11.8 14.5 14.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  1百万円 20年3月期  35百万円

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 11,809 7,615 64.3 276.61
20年3月期 11,524 7,404 64.2 265.73

（参考） 自己資本   21年3月期  7,598百万円 20年3月期  7,389百万円

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 1,302 △222 △518 4,053
20年3月期 2,007 △1,732 △417 3,491

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 ― ― ― 9.50 9.50 264 31.0 3.6
21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00 274 30.8 3.7

22年3月期 
（予想）

― ― ― 10.00 10.00 30.0

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

5,050 0.4 500 14.2 500 13.1 260 1.0 9.45

通期 12,000 0.8 1,650 1.4 1,650 6.4 910 0.8 33.06



4.  その他 

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

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

詳細は、24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） 

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、38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 29,430,000株 20年3月期 29,430,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,960,300株 20年3月期  1,620,100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） 

21年3月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(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 11,716 2.0 1,639 △2.0 1,564 △3.4 910 15.2
20年3月期 11,491 △2.1 1,673 9.0 1,619 4.4 790 3.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 32.72 ―

20年3月期 28.35 27.50

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 11,754 7,585 64.5 276.14
20年3月期 11,443 7,369 64.4 264.98

（参考） 自己資本 21年3月期  7,585百万円 20年3月期  7,369百万円

※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） 
本資料に記載されている業績等の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいて
おり、実際の業績等は様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項に
ついては、３ページ「１．経営成績に関する分析」をご利用ください。 


