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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 1,139,092 6.0 98,546 2.7 95,552 1.3 48,360 58.8
20年3月期 1,074,405 2.8 95,911 6.3 94,342 10.0 30,454 △39.9

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 17,240.97 17,227.17 8.7 7.7 8.7
20年3月期 10,857.33 ― 5.6 8.3 8.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  343百万円 20年3月期  458百万円

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 1,275,091 592,004 44.4 201,892.62
20年3月期 1,193,827 562,979 45.9 195,413.06

（参考） 自己資本   21年3月期  566,308百万円 20年3月期  548,133百万円

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 212,541 △219,444 27,830 131,822
20年3月期 224,649 △184,995 △38,706 112,910

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 ― 2,500.00 ― 2,500.00 5,000.00 14,025 46.1 2.6
21年3月期 ― 3,000.00 ― 3,000.00 6,000.00 16,830 34.8 3.0
22年3月期 

（予想）
― 3,000.00 ― 3,000.00 6,000.00 35.8

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）

(注) 当社は年次での業績管理を実施しているため、第２四半期連結累計期間の業績予想の記載を省略しております。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 1,170,000 2.7 90,000 △8.7 86,000 △10.0 47,000 △2.8 16,755.79
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

(注) 詳細は、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 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 2,805,000株 20年3月期 2,805,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―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 852,648 △0.8 82,815 4.5 86,352 13.9 49,383 122.4
20年3月期 859,755 0.4 79,278 △2.3 75,803 1.8 22,203 △52.0

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 17,605.51 ―
20年3月期 7,915.72 ―

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 1,114,253 552,471 49.6 196,959.61
20年3月期 1,063,190 519,463 48.9 185,192.04

（参考） 自己資本 21年3月期  552,471百万円 20年3月期  519,463百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社グループが現時点で把握可能な情報から判断する一定の前提に基づいた見込みで
あり、実際の業績は今後様々な要因によって当社グループの見込みと異なるかもしれないことをご承知おきください。業績予想等に関する事項について
は、３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経 営 成 績 

 

 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当期における我が国の経済は、企業収益・設備投資ともに減少し、特に年度後半以降は、世界的な

金融危機の深刻化や市況の低迷などにより減少幅は大幅に拡大しており、景気は当面悪化を続ける可

能性が高まっております。 

情報サービス産業においても、セキュリティ強化やコンプライアンス対応に向けたシステム投資需

要はあるものの、新規案件へのＩＴ投資の抑制やサービス単価の下落など、ソフトウェア投資は減速

傾向が強まっております。また、低価格化、納期短縮、品質の向上に対するお客様の要望はますます

高まっております。 

 

【経営施策の取組状況】 

このような状況のもと、当社グループは、『変革の先進企業』を目指して「お客様満足度 No.1 の追

求」を実現するべく、中期経営の主な取組として、「営業の変革」、「開発プロセスの変革」、「グルー

プ経営の効率的な推進」、「低採算ビジネスの見直し」、「成長エンジン」、「人財育成」を推進いたしま

した。 

まず、「営業の変革」の取組としては、改善アクションの成果を分析し、お客様満足度向上の模範

となる取組事例を社内で共有し、知見・ノウハウの横展開を図りました。その結果、平成 20 年度お

客様満足度調査においては、全体傾向として評価が向上したことを確認いたしました。また、ソフト

ウェア・サービスの営業活動拡大・推進のために、ソリューションプラン（注 1）の現場浸透を図るとと

もに、ソフトウェア・サービスの営業活動を一元的に掌握するＳＲ（Solution Representative）を

任命いたしました。さらに、営業人材の育成について、営業管理職の全社横断的なセッション開催や

若年層に重点をおいた育成強化施策等を進めました。 

次に、「開発プロセスの変革」の取組としては、当社を含むＳＩベンダ６社で構成する「システム

基盤の発注者要求を見える化する非機能要求（注2）グレード検討会」の検討成果として「システム基盤

の要求項目一覧」を公開いたしました。これは、目に見えず、わかりにくかった非機能要求の項目を

洗い出し、体系的に整理したものです。また、システム開発の初期段階においてお客様の要求を明確

にし、確実にシステムに反映させるための一連の方法論の開発に取り組みました。さらに、画面プロ

トタイプを簡単に作成できるAxure Software Solutions, Inc.のツール「Axure RP」を要件定義工程

に導入し、システムの使いやすさを含めたお客様の要求を的確に抽出する手法を開発いたしました。 

「グループ経営の効率的な推進」の取組としては、公共分野のシステム開発を主に請け負う開発系

子会社であるエヌ・ティ・ティ・データ・クリエイション㈱、エヌ・ティ・ティ・データ・ソリュー

ション㈱、エヌ・ティ・ティ・データ・テクノロジ㈱及び㈱エヌ・ティ・ティ・データ・システムサ

ービスの４社を統合し、㈱ＮＴＴデータ・アイといたしました。４社に分散していた開発リソースと

ノウハウを統合により集約し、急速に変化する市場環境に対応しつつ、開発基盤の強化を進めてまい

ります。また、グループ全体の管理業務の効率化を目的として、「グループ・シェアード・サービス

センタ」（Ｇ－ＳＳＣ）をエヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス㈱内に「シェアード

サービス事業本部」として設立いたしました。これにより、当社及び当社グループ各社の財務、人事、

総務、購買業務のＧ－ＳＳＣへの集約を推進いたします。集約にあたっては、グループ全体の間接業

務プロセスの標準化を推進し、Ｊ－ＳＯＸ対応等の内部統制やガバナンスも強化してまいります。さ

らに、欧州でのビジネスのさらなる拡大を目指してドイツのＢＭＷグループから経営権を譲り受けた

Cirquent GmbH について、当社子会社である在ドイツの itelligence AG との連携を進めるなど、より

広範なサービスをグローバルに顧客に提供するべく今後もグループ間の連携強化を推進いたします。 
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「低採算ビジネスの見直し」の取組としては、当社グループの収益性向上に向け、連結子会社であ

る㈱エヌ・ティ・ティ・データ・ジー・シーの解散を実施いたしました。今後も、事業の撤退や高収

益ビジネスへの人的・物的リソースのシフトなど、低採算ビジネスの見直しを進め、収益性のさらな

る向上を目指してまいります。 

「成長エンジン」の取組としては、ヘルスケア事業領域並びに組込みソフト事業領域の強化を進め

ました。ヘルスケア事業領域においては、個人向けのヘルスケアサービス「クリエイティブヘルス 三

健人」の一環として、高血圧症の改善を支援する「血圧管理サービス」を試行提供いたしました。ま

た、医療機関・薬局等が既存のインターネット環境を利用して、審査支払機関へのレセプトオンライ

ン請求を可能とする「レセプトオンライン接続サービス」を開始するとともに、レセプト請求オンラ

イン化に向けたサービス事業で日本電気㈱と協業することを合意いたしました。今後さらに、ＩＴを

中心としたソリューションを充実させ、医療・福祉・介護分野に貢献してまいります。さらに、組込

みソフト事業領域においては、パナソニック モバイルコミュニケーションズ㈱から同社の子会社で

あるパナソニックＭＳＥ㈱の経営権を譲り受け、㈱ＮＴＴデータＭＳＥとして新たに発足いたしまし

た。同社が持つ組込みソフトウエア分野における幅広い実績・ノウハウを活かし、組込みソフトウエ

アビジネスの拡大を目指してまいります。 

「人財育成」の取組としては、引き続き『プロフェッショナルＣＤＰ』（注 3）の認定運用の拡大・定

着を進めました。具体的には、認定運用について、高い専門性を活かして企画・推進できるプロフェ

ッショナル人材として、プロジェクトマネージャ、技術スペシャリスト、業務スペシャリスト、営業

人材、新規事業人材、Ｒ＆Ｄスペシャリストの認定を進めました。これらに加え、ＩＴサービスの安

定提供、向上を目指し、システム全体の運用保全管理を担う人材としてＩＴサービスマネージャを新

たに設定いたしました。また、人財育成の取組を当社グループ全体の成長に結びつけていくため、『プ

ロフェッショナルＣＤＰ』のグループ会社への展開を促進しております。 

上記に加え、コンサルティングビジネスのさらなる強化を目指し、㈱エヌ・ティ・ティ・データ経

営研究所、㈱エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスコンサルティング、ザカティーコンサルティング

㈱を統括する中間持株会社㈱ＮＴＴデータ・コンサルティングを新たに設立いたしました。これによ

り、３社間の連携強化を図り、一体となってビジネスに取り組むことによるスケールメリットの享受、

ナレッジやメソドロジーの共有化による、新たな価値創出により、一層のコンサルティングビジネス

の強化・拡大を図ってまいります。 

（注 1）ソリューションプラン 

営業戦略・戦術の立案のため、複数の関係者・関連部門間でやりとりを行うコミュニケー

ションツールです。商品の位置付け（新規立上げ、機能拡充、撤退）に関する社内コンセ

ンサスの確立等に活用してまいります。 

（注 2）非機能要求 

お客様業務をシステム化する際にその実現レベルに大きく影響する情報システムの応答

速度などの性能や障害時の耐性など、従来は表しにくかったシステムの強度や品質を示す

ものです。 

（注 3）プロフェッショナルＣＤＰ（Career Development Program） 

当社グループが求める人材像を定義するとともに、そのレベルを段階的に定め、知識・経

験・技量に基づいて社員一人ひとりの専門性とレベルを認定する制度を導入しております。

社員が自らのレベルを客観的に認識し、キャリアパスを意識した仕事や研修を通じて経験

を積み成長していく、会社の成長と社員の成長とを連動させていく仕組です。 
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【事業活動の取組状況】 

以上の取組を通じて、新規システムの受注・サービス開始に向けた積極的な営業活動及び効率的な

システム開発を推進するとともに、提供中のシステムについては、引き続き安定したサービスの提供

に努めました。 

 

中央府省等をお客様とする公共分野では、財務省において次期官庁会計システム（ＡＤＡＭＳⅡ）

が稼動開始いたしました。また、輸出入・港湾関連情報処理センター㈱における「次期通関情報処理

システム（次期ＮＡＣＣＳ）・貿易管理サブシステムの構築、機器賃貸借・機器保守及び運用技術支

援業務（次期ＮＡＣＣＳの機能追加）」の受注に加え、次期Ｓｅａ－ＮＡＣＣＳが稼動開始いたしま

した。さらに、国税庁における「平成 20 年度国税電子申告・納税システムに係る追加機器等の借入」

を受注し稼動開始するとともに、㈳地方税電子化協議会における地方税ポータルシステム（eLTAX）

は、公的年金からの個人住民税の特別徴収を実現する年金特徴経由機関システムを稼動開始したこと

により利用率が大幅に向上いたしました。 

 

銀行、証券、生・損保等の金融機関をお客様とする金融分野では、金融機関向けの共同利用型シス

テムである「地銀共同センター」において、㈱福井銀行へのサービスを開始し、共同利用型センター

として国内 大の７行に拡大いたしました。また、「ＳＴＡＲ－ＡＣＥ」を提供している６行（㈱神

奈川銀行・㈱但馬銀行・㈱東京都民銀行・㈱東北銀行・㈱富山銀行・㈱長野銀行）との間で新たな地

方銀行向け共同センターの利用に関する基本契約を締結いたしました。これにより、「ＮＴＴデータ

標準バンキングシステム（ＢｅＳＴＡ）」の採用を決定している金融機関は、地方銀行 22 行、労働金

庫 13 金庫となり、「ＢｅＳＴＡ」は日本 大規模のバンキングアプリケーションとなっております。

さらに、資金証券ソリューション分野におけるサービスビジネスの主要プレイヤーである㈱エックス

ネットと資本業務提携契約を締結し、同社の経営権を取得いたしました。これにより、高価値のブラ

ンド、高い技術力、顧客からの信頼・実績を相互に活用・融合し、高いシナジー効果及び両社の企業

価値向上の実現を目指してまいります。 

 

一般事業法人をお客様とする法人分野では、㈱三井住友フィナンシャルグループ、㈱日本総合研究

所及び㈱日本総研ソリューションズとの間で、当社と㈱日本総研ソリューションズによるＩＴサービ

ス事業の分野での広範な業務提携及びこれを前提とした資本提携を行うこととし、㈱日本総研ソリュ

ーションズは㈱ＪＳＯＬとして新たに発足いたしました。これにより、製造業における顧客基盤の拡

大と、豊富なＥＲＰ導入実績、及び高度な業務ノウハウを有する開発リソースの拡充を通して競争力

強化を図るとともに、他領域においてもさらなる事業拡大を目指してまいります。また、社団法人日

本たばこ協会、全国たばこ販売協同組合連合会、日本自動販売機工業会の未成年者の喫煙防止に向け

た取組の一環として taspo（電子マネー機能付非接触型ＩＣカード）対応の「成人識別たばこ自動販

売機」が全国導入されるにあたり、taspo 運営に関する業務とシステムの設計・開発・運用全般につ

いて元請として受託し、無事全国展開を完了いたしました。当年度末時点で、約 900 万枚の taspo カ

ードを発行しております。 
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以上に加え、これまでシステム毎に個別に構築・運用されてきたＩＴ基盤を、複数のシステムで共

有することで、安定した基盤を安価にそして手軽に利用できる「グリーンデータセンタ（注）共通ＩＴ

基盤サービス」を提供開始いたしました。また、㈱リクルートが提供するポイントサービス「ポイコ」

を始めとした企業の販売促進活動をサポートするＳａａＳ型ソリューション「SmarP（エスマープ）」

の提供を開始いたしました。さらに、企業におけるＰＣの情報漏えい対策を支援するＰＣセキュリテ

ィソリューション「VANADIS PC Security」の提供を開始いたしました。加えて、ユーザが入力した

文脈を独自の文章理解エンジンにより理解し、関連する候補語や情報を表示することでユーザに新た

な気づきを誘導する業務システム・Ｗｅｂサイト向け入力・検索支援パッケージソフト「i-lligraサ

ジェスト」の販売、及び大規模・高品質なコンタクトセンタ基盤を短期間・低コストで利用可能なＳ

ａａＳ型コンタクトセンタサービス「i-lligraオンデマンド」の提供を開始いたしました。 

（注）グリーンデータセンタ 

当社の技術・ノウハウ・実績に基づくデータセンタの省エネや 適化に向けたＩＴ設置環境

の測定、評価、改善、管理を行うサービス、及びそのサービスから生み出された成果物の総

称です。 
 

以上の結果、当期における業績につきましては、売上高は1兆1,390億円（前期比6.0％増）、営業利

益は985億円（同2.7％増）、経常利益は955億円（同1.3％増）、当期純利益は483億円（同58.8％増）

となりました。 

 

売上高及び営業利益の状況を事業の種類別セグメントに区分しますと、次のとおりであります。 

 

【システムインテグレーション事業】 

お客様の個別ニーズに合わせて、データ通信システムを開発し、その販売、賃貸、サービスの提供

等を行うシステムインテグレーション事業については、連結子会社の拡大等により売上高は増加した

ものの、連結拡大に伴う費用の発生等により営業利益は減少しました。 

この結果、売上高は8,890億円（前期比6.5％増）、営業利益は874億円（同3.1％減）となりました。 

 

【ネットワークシステムサービス事業】 

市場のニーズに合わせて、インターネットに代表されるコンピュータネットワークを基盤として、

種々の情報提供、情報処理等のサービスを提供するネットワークシステムサービス事業については、

ＣＡＦＩＳが堅調に推移したこと等により、売上高及び営業利益ともに増加しました。 

この結果、売上高は782億円（前期比3.7％増）、営業利益は63億円（同20.6％増）となりました。 

 

【その他の事業】 

お客様の経営上の問題点に係る調査及び分析、データ通信システムの在り方に係る企画及び提案、

メンテナンス及びファシリティマネジメント等を行うその他の事業については、保守ビジネスが減少

したこと等により売上高は減少したものの、運用ビジネスの原価改善等により営業利益は増加しました。 

この結果、売上高は2,662億円（前期比1.2％減）、営業利益は252億円（同21.5％増）となりました。 

 
- 6 -

㈱エヌ・ティ・ティ・データ（9613）　平成21年３月期　決算短信



 

【事業の種類別セグメントの状況】                          （単位：億円） 

  
区    分 平成20年3月期

構成比(％) 
平成21年3月期 

構成比(％) 
増減率

（％） 

システムインテグレーション事業 8,349 70.8 8,890 72.1 6.5

ネットワークシステムサービス事業 755 6.4 782 6.3 3.7

そ の 他 の 事 業 2,694 22.8 2,662 21.6 △  1.2

売 

上 

高 

消 去 又 は 全 社 △  1,054 － △  944 － 10.4

合    計 10,744 － 11,390 － 6.0

システムインテグレーション事業 902 77.6 874 73.5 △  3.1

ネットワークシステムサービス事業 52 4.5 63 5.3 20.6

そ の 他 の 事 業 207 17.9 252 21.2 21.5

営 

業 

利 

益 

消 去 又 は 全 社 △  204 － △  205 － △  0.6

合    計 959 － 985 － 2.7

 

②次期の見通し 

世界的な金融危機の深刻化や市況の低迷等により、景気は当面悪化を続ける可能性が高まってお

ります。 

情報サービス産業においても、多くのお客様において、投資案件の絞り込みや計画の先送り等が

見受けられるなど、ＩＴ投資は全般的に抑制傾向にあります。一方ＴＣＯ（総所有コスト）削減に

つながるシステムの共同利用化、業界再編に伴うシステム統合ニーズ、ビジネスプロセスアウトソ

ーシング、あるいはグローバルな競争を下支えするためのシステム構築などへの投資には根強い需

要が見受けられます。 

このように、大変厳しい事業環境ではありますが、当社グループは引き続き「変革の先進企業」

として「お客様満足度 No.1」を追求してまいります。そのために、持続可能な事業運営と成長重視

の経営の両立を目指して、経営の舵を大きく切り直します。具体的には、「営業力強化」、「ＳＩ競

争力強化」、「グループ事業拡大・強化」、「人財育成」に積極的に取組むとともに、「環境志向経営」

を新たに取り入れることで、「質を伴う量の拡大」を図り、持続的な事業の発展及び当社グループ

の企業価値の拡大を目指してまいります。 

 

以上をふまえ、次期の業績については、売上高は、主に連結子会社の拡大等により 1兆 1,700 億

円と当期に対して増収を予想しております。また、営業利益は、厳しい事業環境や一部設備サービ

スの減少及び事業構造の変革を加速するイノベーションプラン等を見込み900億円と当期に対して

減益を予想しております。 

事業の種類別セグメントに区分しますと、システムインテグレーション事業については、連結子

会社の拡大等はあるものの、一部設備サービスの減少等が見込まれることから、売上高9,160億円、

営業利益 760 億円と当期に対して増収・減益を予想しております。ネットワークシステムサービス

事業については、各サービスともに堅調に推移する見込みであることから、売上高 800 億円、営業

利益 70 億円と当期に対して増収・増益を予想しております。その他の事業については、保守・運

用ビジネスの拡大が引き続き見込まれること等により、売上高 2,680 億円、営業利益 260 億円と当

期に対し増収・増益を予想しております。 
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また、次期の設備投資については、金融分野向けシステムの投資規模の縮小等が見込まれること

から当期に対して 360 億円減少の 1,440 億円を予想しております。 

   なお、第２四半期連結累計期間における業績予想については、業績管理を年次で行っているため、 

記載を省略しております。傾向としては、連結子会社の拡大等による売上寄与は見込めるものの、 

事業環境が大変厳しいこと等から、通期に対する進捗率は前年同期に比べて、やや下回るものと想

定しております。 

＜次期の通期業績見通し＞                                         （単位：億円） 

区  分 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

平成 22 年 3月期 11,700 900 860 470

平成 21 年 3月期 11,390 985 955 483

増 減 率  2.7 %  △8.7 %  △10.0 %  △2.8 % 

  （注） 本資料には、将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれ

ております。これらの記述は、当社グループが現時点で把握可能な情報から判断する一定

の前提に基づいた見込みであります。 

    また、経済動向、情報サービス産業における激しい競争、市場需要、税制や諸制度等に

かかるリスクや不確実性を際限なく含んでいます。したがって、これら業績見通しのみに

過度に依存されないようお願いいたします。実際の業績は当社グループの見込みと異なる

かもしれないことをご承知おきください。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が増加したものの、

出向政策の見直し等に係る関連費用等もあり、前期よりも 121 億円収入が減少し、2,125 億円の収入

となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出の増加及び連結子会社の取得による

支出の増加等により、前期よりも 344 億円支出が増加し、2,194 億円の支出となりました。 

これにより、当期のフリー・キャッシュ・フローは、前期に比べて 465 億円減少し、69 億円の支

出となりました。 

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行による収入等により、278 億円の収入と

なりました。 

これらの結果、当期の現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べ 189 億円増加し、1,318

億円となりました。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。 
 

区   分 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期 

自 己 資 本 比 率（％） 46.9 49.2 45.9 44.4

時価ベースの自己資本比率（％） 150.3 154.5 102.4 58.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 1.6 1.1 1.1 1.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 46.8 57.3 61.9 48.4

  （注）自己資本比率：（純資産－少数株主持分）／総資産 

     時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ※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。 

 ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 
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※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・

フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている社債、長期

及び短期借入金、コマーシャル・ペーパーを対象としております。また、利払いについて

は、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、新規事業等への投資及び効率的な事業運営等による持続的な成長を通じて、企業価値の中

長期的な増大を図るとともに、適正な利益配分を行うことを基本方針としております。 

配当につきましては、連結ベースにおける業績動向、財務状況等を総合的に勘案することを基本に、

連結配当性向30％程度を目安に安定的に実施してまいりたいと考えております。 

内部留保資金につきましては、新規事業への投資、技術開発及び設備投資等に充当することにより、

今後とも継続的かつ安定的な成長の維持に努めてまいります。 

当期の利益配分につきましては、中間配当金として、１株当たり3,000円を実施いたしましたが、

期末における配当金は１株当たり3,000円とし、年間配当金を１株当たり6,000円とさせていただく予

定であります。 

また、次期の配当につきましては、連結ベースにおける業績動向、財務状況、配当性向等を総合的

に勘案し、１株当たり年間配当金は、当期と同額の6,000円を予定したいと考えております。 
 

(4) 事業等のリスク 
当社グループの経営成績や財政状態等(株価等を含む)に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下

のようなものがあります。 
①価格低下圧力に関するリスク 

景況感や企業収益の悪化等によるお客様のＩＴ投資抑制傾向は、コストへの要求やＩＴ投資効果

への評価の厳格化となって、当社グループの扱うシステムやサービスの販売価格低下につながり、

当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 
②競争激化に関するリスク 

当社グループの主要な事業領域であるソフトウェアビジネスは、情報サービス産業の中で有力な

成長分野であると目されており、ハードウェアベンダ等がビジネスの主軸に移してきております。

また、急成長するインドや中国といった新興国の情報サービス企業が、グローバル競争をもたらし

つつあります。これからのマーケットの成長には先行き不透明な部分があり、競合会社の積極参入

による競争激化が当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 
③海外事業に関するリスク 

当社グループは事業戦略の一環として海外市場での事業拡大を進めており、海外事業の当社グル

ープにおける存在感は拡大しつつあります。当社グループの海外事業は、グローバル経済や為替な

どの経済動向、投資や競争などに関する法的規制、商習慣の相違、労使関係、国際政治といった政

治的・社会的変動など、さまざまな要因の影響下にあり、これらのリスクが顕在化した場合、当社

グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 
④システム障害リスク 

当社グループが提供するシステムやサービスには、社会的なインフラとなっているようなものも

あります。これらにおいて障害が発生した場合、当社グループの社会的信用やブランドイメージの

低下、発生した損害に対する賠償金の支払い等により、当社グループの経営成績及び財務状況等に

影響を及ぼす可能性があります。 
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⑤システム構築リスク 

当社グループの主力事業であるシステムインテグレーション事業では、一般に請負契約の形態で

受注を受けてから納期までにシステムを完成し、お客様に提供するという完成責任を負っておりま

す。当初想定していた見積りからの乖離や、開発段階におけるプロジェクト管理等の問題が発生し

た場合、想定を超える原価の発生や納期遅延に伴う損害の発生等により、当社グループの経営成績

及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥情報セキュリティに関するリスク 

当社グループは業務遂行の一環として、情報処理システム上に保存・蓄積されたお客様の営業情

報や顧客情報を取り扱うことがあります。こうした情報に関し、第三者によるサイバーテロ、また

は当社グループの責に帰すべき事由により紛失、破壊、漏洩等の事態が発生した場合、当社グルー

プの社会的信用やブランドイメージの低下、発生した損害に対する賠償金の支払い等により、当社

グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦人材確保に関するリスク 

当社グループの成長と利益は、専門性に基づいて顧客に価値を提供する優秀な人材の確保・育成

に大きく影響されます。こうした優秀な人材の確保・育成が想定どおりに進まない場合、当社グル

ープの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧技術革新に関するリスク 

当社グループが属する情報サービス産業では、不連続な技術環境の変化が生じることがあります。

当社グループでは、先端技術や基盤技術等の多様な技術動向の調査・研究開発に努めておりますが、

予想を超える革新的な技術の進展への対応が遅れた場合、当社グループの経営成績及び財務状況等

に影響を及ぼす可能性があります。 

⑨知的財産権に関するリスク 

当社グループが事業を遂行する上で必要となる知的財産権等の権利につき、当該権利の保有者よ

りライセンス等を受けられず、その結果、特定の技術、商品、またはサービスを提供できなくなる

可能性があります。また、当社グループの事業が他者の知的財産権を侵害したとして、損害賠償請

求を受ける可能性があります。いずれの場合も当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及

ぼす可能性があります。 

⑩親会社の影響力 

当社の親会社である日本電信電話㈱（ＮＴＴ）は、当期末現在、当社の議決権の54.2％を保有し

ている大株主であります。当社はＮＴＴ及びその他の子会社から独立して業務を営んでおりますが、

重要な問題については、ＮＴＴとの協議、もしくはＮＴＴに対する報告を行っております。このよ

うな影響力を背景に、ＮＴＴは、自らの利益にとって 善であるが、その他の株主の利益とはなら

ないかもしれない行動をとる可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 

 

当社は、ＮＴＴを親会社とするＮＴＴグループに属しております。 

同時に、当社グループ（当社、当社の子会社144社及び関連会社22社）は、システムインテグレーション、ネットワー

クシステムサービス、その他、の３つを主な事業として営んでおります。 

各事業の内容、関係会社の主な位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。 

 

（システムインテグレーション事業） 

当事業においては、お客様の個別ニーズに合わせて、データ通信システムを開発し、その販売、賃貸、サービスの提供

等を行っております。なお、本事業の一部を関係会社が分担しております。 

【主な関係会社】 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ・システムズ エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術㈱ 

㈱ＮＴＴデータ・アイ ㈱エヌ・ティ・ティ・データ関西 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート エヌ・ティ・ティ・データ・フォース㈱ 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ ㈱エヌ・ティ・ティ・データ三洋システム 

日本カードプロセシング㈱ ㈱エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア 

エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア㈱ エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス㈱ 

itelligence AG ㈱エヌ・ティ・ティ・データＣＣＳ 

Cirquent GmbH ㈱ＮＴＴデータＭＳＥ 

㈱ＪＳＯＬ ㈱エックスネット 

                                                 他 103社 

 

（ネットワークシステムサービス事業） 

当事業においては、市場のニーズに合わせて、インターネットに代表されるコンピュータネットワークを基盤として、

種々の情報提供、情報処理等のサービスの提供を行っております。なお、本事業の一部を関係会社が分担しております。 

 【主な関係会社】 

㈱ソリッド・エクスチェンジ  

                                                   他 12社 

 

（その他の事業） 

当事業においては、お客様の経営上の問題点に係る調査及び分析、データ通信システムの在り方に係る企画及び提案、

メンテナンス及びファシリティマネジメント等を行っております。なお、本事業の一部を関係会社が分担しております。 

 【主な関係会社】 

エヌ・ティ・ティ・データ東京エス・エム・エス㈱   エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス㈱ 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ・スリーシー NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG 

                                                  他 28社 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと概ね次のとおりであります。 
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【 Ｓ Ｉ 事 業 】  

㈱エヌ･ティ･ティ･データ・システムズ 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ関西 
㈱エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

エヌ･ティ･ティ･データ･フォース㈱ 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ三洋システム 

日本カードプロセシング㈱ 

エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア㈱ 

エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス㈱

itelligence AG 

㈱エヌ・ティ・ティ・データＣＣＳ 

Cirquent GmbH 

㈱ＮＴＴデータＭＳＥ 

㈱ＪＳＯＬ 

㈱エックスネット 

デ ー タ 通 信 シ ス テ ム に 関 連 す る 各 種 サ ー ビ ス 等

㈱ソリッド・エクスチェンジ 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ・スリーシー

当  社 

【その他の事業】  【 Ｎ Ｗ 事 業 】  

お  客  様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

システム運用・保全等 総務･経理 
業務代行等 

助言・支援等

エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術㈱ 

㈱ＮＴＴデータ・アイ 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア 

NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG 

【親会社】日本電信電話㈱

エヌ・ティ・ティ・データ東京エス・エム・エス㈱

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス㈱ 

システム設計・開発 

 

 
（注）itelligence AGについては、NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KGの77.4%出資子会社、Cirquent GmbHについては、NTT DATA EUROPE 
   GmbH & Co. KGの74.4%出資子会社です。 

 

 

 

 

 

（凡例） 図中の           は、それぞれ次の事業別セグメントを示しています。 

システムインテグレーション事業（ＳＩ事業）

ネットワークシステムサービス事業（ＮＷ事業） 
その他の事業 
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３．経 営 方 針 

 

 

(1) 経営の基本方針 

当社グループは、様々な情報サービスを提供することにより、お客様の価値を高め、豊かな社会を

創造することが使命であると考えております。そのために、常に時代の先を読み、市場環境の変化、

お客様のニーズ、最新の技術動向に迅速・的確に対応してまいります。こうした考え方のもと、継続

的な成長によって安定して利益創出できる企業体質の確立を目指し、経営にあたっております。 

 

(2) 対処すべき課題 

景況感や企業収益の悪化等を受けて、お客様のＩＴ投資は全体的には抑制傾向に転じております。

具体的には、コンプライアンスやセキュリティなど必要最低限のＩＴ投資への絞り込み、投資計画の

先送りや長期化など、景況感の悪化を受けたＩＴ投資姿勢の変化が多くのお客様において見受けられ

ます。一方、このような厳しい経済環境の中でも、ＴＣＯ（総所有コスト）削減につながるシステム

の共同利用化、業界再編に伴うシステム統合ニーズ、グローバルな競争を下支えするためのシステム

構築、あるいはビジネスプロセスアウトソーシングなどへの投資には根強い需要が見受けられます。

特に、グローバル競争下にあるお客様は、この環境変化の中だからこそ、グローバルな競争優位を保

ち続けるためにＩＴによる変革をより一層必要とされております。 

お客様へのサービス提供価格に関しては、ハードベンダの参入などによる競争激化、インドや中国

などを活用したオフショア開発の一般化、ダウンサイジングの進展、技術革新などの影響による長期

的な低下傾向に加え、景況感の悪化によってお客様の低価格志向がさらに強まっております。また、

サービス提供にかかる期間についても、激変する環境の中で迅速に効果を得られるように、より一層

の短縮が求められております。 

さらに、企業の果たすべき社会的責任に関しては、環境問題を始めとして社会的要請が多様化・高

度化しつつあり、ＩＴサービス業界においても、その要請に応えていくことがこれまで以上に求めら

れつつあります。 

 

当社グループは、このような経営環境の変化の中でも、引き続き「変革の先進企業」として「お客

様満足度 No.1」を追求いたします。そのために必要なグループ事業の拡大・強化を進め、グループ全

体の持続的・安定的な経営を実現する事業規模の確保を図ります。また、当社グループのトータルパ

ワーを高め、お客様のグローバル競争を確実に支えていくためのグローバル競争力の強化、変化に迅

速に対応していくためのサービス提供能力の強化に注力いたします。さらに、社会的要請に応えて、

環境志向経営に取り組みます。自らが社会的要請に応えていくことに加え、お客様の環境への取組に

ついても、ＩＴサービスの視点からその要請に応えていくよう努めます。 

 

当社グループは、このように、環境変化をチャンスと捉え、事業の発展に努めてまいります。 
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(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループの経営環境の変化はめまぐるしいものがあります。当社グループは、お客様の新たな

期待に応えつつ、当社グループ自身の持続的経営を維持するために、以下のように、中長期的な経営

戦略を定めております。 

 

＜サービス提供能力の強化＞ 

激変する環境下で、お客様に最高のサービスを提供するために営業力強化、ＳＩ競争力強化、

人財育成など、これまで取り組んできた継続的な改善に加えて、イノベーションへの積極的な投

資を行い、低価格化や納期短縮の要請への対応能力、並びに、ビジネスモデルの変換などお客様

のパラダイムシフトへの対応能力を強化いたします。 

また、変革を求めるお客様のパートナーとして、業務変革やシステム活用をサポートするコン

サルティング力の一段の強化に取り組みます。 

 

＜グループ事業の拡大・強化＞ 

サービス提供能力のさらなる拡大を図るために、当社に不足する分野を中心に積極的にグルー

プ事業の拡大・強化を図ります。特に、グローバル基盤の拡大によって、お客様の競争環境のグ

ローバル化への対応能力を強化いたします。 

 

＜環境志向経営の推進＞ 

社会的要請に応えて、環境志向経営を推進してまいります。自らが社会的要請に応えていくこ

とに加え、お客様の環境への取組についても、ＩＴサービスの視点からその要請に応え、持続可

能な社会の実現に貢献してまいります。 

 

こうした経営戦略のもとで「質を伴う量の拡大」を図り、持続的な事業の発展及び当社グループの

企業価値拡大を実現いたします。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社グループは、グローバル環境下において、「質を伴う量の拡大」を図り、持続的な事業経営を

支える規模への成長を目指し、成長重視の経営に取組んでまいります。 

具体的には、平成25年３月期において売上高１兆5,000億円を目標としつつ、事業の質を見極めな

がら、環境変化の中で安定した利益とグローバル企業にふさわしい利益率を確保してまいります。 
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４．連結財務諸表等 
(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 112,900 125,421 
受取手形及び売掛金 206,655 219,984 
たな卸資産 42,072 47,017 
繰延税金資産 15,153 18,810 
その他 42,568 38,111 
貸倒引当金 △1,202 △886 

流動資産合計 418,146 448,458 
固定資産   
有形固定資産   
データ通信設備（純額） 145,276 131,096 
建物及び構築物（純額） 104,662 106,038 
機械装置及び運搬具（純額） 15,068 17,512 
工具、器具及び備品（純額） 14,512 14,988 
土地 48,789 49,053 
リース資産（純額） 17,231 11,708 
建設仮勘定 31,269 54,438 
有形固定資産合計 376,809 384,837 

無形固定資産   
ソフトウエア 215,221 208,871 
ソフトウエア仮勘定 54,406 76,899 
のれん 22,018 38,066 
リース資産 2,976 2,479 
その他 3,134 5,694 
無形固定資産合計 297,757 332,011 

投資その他の資産   
投資有価証券 22,877 21,338 
繰延税金資産 50,717 54,895 
その他 28,382 34,055 
貸倒引当金 △863 △503 

投資その他の資産合計 101,113 109,785 

固定資産合計 775,680 826,633 

資産合計 1,193,827 1,275,091 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 105,969 94,293 
短期借入金 14,471 16,551 
コマーシャル・ペーパー 45,000 25,000 
1年内返済予定の長期借入金 8,164 8,045 
1年内償還予定の社債 60,000 3,000 
リース債務 13,342 12,082 
未払金 97,428 22,500 
未払法人税等 5,128 37,409 
受注損失引当金 4,739 5,178 
その他 68,896 95,880 
流動負債合計 423,141 319,942 

固定負債   
社債 63,233 210,046 
長期借入金 50,334 42,092 
リース債務 23,404 14,741 
退職給付引当金 65,068 81,683 
役員退職慰労引当金 1,065 1,195 
その他 4,599 13,386 
固定負債合計 207,705 363,145 

負債合計 630,847 683,087 
純資産の部   
株主資本   
資本金 142,520 142,520 
資本剰余金 139,300 139,300 
利益剰余金 266,513 298,752 
株主資本合計 548,333 580,572 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 860 △208 
繰延ヘッジ損益 － 6 
為替換算調整勘定 △1,060 △9,216 
その他の評価・換算差額等 － △4,845 

評価・換算差額等合計 △199 △14,264 

少数株主持分 14,846 25,695 
純資産合計 562,979 592,004 

負債純資産合計 1,193,827 1,275,091 
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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 1,074,405 1,139,092 
売上原価 813,343 861,942 
売上総利益 261,061 277,150 
販売費及び一般管理費 165,149 178,603 
営業利益 95,911 98,546 
営業外収益   
受取利息 519 801 
受取配当金 605 548 
関係会社株式売却益 － 1,760 
その他 3,765 3,746 
営業外収益合計 4,890 6,855 

営業外費用   
支払利息 3,539 4,564 
固定資産除却損 1,470 1,068 
損害賠償金 － 1,167 
その他 1,450 3,049 
営業外費用合計 6,459 9,849 

経常利益 94,342 95,552 
特別利益   
ＮＴＴ厚生年金基金代行返上益 19,291 － 

特別利益合計 19,291 － 

特別損失   
のれん減損損失 － 2,143 
固定資産減損損失 － 1,977 
出向政策の見直し等に係る関連費用 40,800 － 
リース会計基準の適用に伴う影響額 19,318 － 
のれん一括償却額 2,021 － 

特別損失合計 62,140 4,121 

税金等調整前当期純利益 51,492 91,431 
法人税、住民税及び事業税 7,781 40,680 
法人税等調整額 12,204 △131 

法人税等合計 19,985 40,548 
少数株主利益 1,052 2,521 
当期純利益 30,454 48,360 
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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 142,520 142,520 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 142,520 142,520 
資本剰余金   
前期末残高 139,300 139,300 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 139,300 139,300 
利益剰余金   
前期末残高 251,612 266,513 
在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △634 
当期変動額   
剰余金の配当 △15,427 △15,427 
当期純利益 30,454 48,360 
連結範囲の変動 － △11 
持分法の適用範囲の変動 △126 △48 

当期変動額合計 14,901 32,873 

当期末残高 266,513 298,752 
株主資本合計   
前期末残高 533,432 548,333 
在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △634 
当期変動額   
剰余金の配当 △15,427 △15,427 
当期純利益 30,454 48,360 
連結範囲の変動 － △11 
持分法の適用範囲の変動 △126 △48 

当期変動額合計 14,901 32,873 

当期末残高 548,333 580,572 
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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 1,727 860 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △866 △1,069 

当期変動額合計 △866 △1,069 

当期末残高 860 △208 

繰延ヘッジ損益   
前期末残高 － － 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 6 

当期変動額合計 － 6 

当期末残高 － 6 

為替換算調整勘定   
前期末残高 △242 △1,060 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △817 △8,155 

当期変動額合計 △817 △8,155 

当期末残高 △1,060 △9,216 

その他の評価・換算差額等   
前期末残高 － － 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △4,845 
当期変動額合計 － △4,845 

当期末残高 － △4,845 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 1,484 △199 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,684 △14,064 

当期変動額合計 △1,684 △14,064 

当期末残高 △199 △14,264 

少数株主持分   
前期末残高 11,684 14,846 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,161 10,849 
当期変動額合計 3,161 10,849 

当期末残高 14,846 25,695 
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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) 

純資産合計   
前期末残高 546,601 562,979 
在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △634 
当期変動額   
剰余金の配当 △15,427 △15,427 
当期純利益 30,454 48,360 
連結範囲の変動 － △11 
持分法の適用範囲の変動 △126 △48 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,477 △3,215 

当期変動額合計 16,378 29,658 

当期末残高 562,979 592,004 

- 20 -

㈱エヌ・ティ・ティ・データ（9613）　平成21年３月期　決算短信



(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 51,492 91,431 
減価償却費 147,684 157,894 
固定資産除却損 11,578 8,786 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,908 △29,583 
関係会社株式売却損益（△は益） － △1,760 
支払利息 3,539 4,564 
リース会計基準の適用に伴う影響額 19,318 － 
出向政策の見直し等に係る関連費用 40,773 △40,773 
売上債権の増減額（△は増加） △9,641 4,984 
たな卸資産の増減額（△は増加） △12,300 △1,847 
仕入債務の増減額（△は減少） 1,966 △9,225 
未払消費税等の増減額（△は減少） △4,899 3,481 
その他 34,983 24,724 
小計 262,586 212,677 
利息及び配当金の受取額 1,125 1,349 
利息の支払額 △3,629 △4,393 
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △35,433 2,908 
営業活動によるキャッシュ・フロー 224,649 212,541 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
有形固定資産の取得による支出 △79,041 △98,004 
無形固定資産の取得による支出 △87,623 △88,794 
固定資産の売却による収入 189 348 
投資有価証券の取得による支出 △539 △442 
投資有価証券の売却による収入 818 401 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 △21,745 △33,128 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入 － 1,427 

定期預金の預入による支出 － △3,599 
有価証券の取得による支出 － △2,000 
その他 2,945 4,346 
投資活動によるキャッシュ・フロー △184,995 △219,444 
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自�平成20年４月１日 
��至�平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
社債の発行による収入 － 149,496 
社債の償還による支出 △42,070 △60,000 
長期借入れによる収入 15 414 
長期借入金の返済による支出 △7,537 △8,308 
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 45,000 △20,000 
短期借入金の純増減額（△は減少） △2,797 △1,566 
リース債務の返済による支出 △16,308 △14,317 
配当金の支払額 △15,422 △15,425 
少数株主への配当金の支払額 △207 △2,473 
少数株主からの払込みによる収入 740 － 
その他 △119 10 

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,706 27,830 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △820 △2,015 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 126 18,911 
現金及び現金同等物の期首残高 112,784 112,910 
現金及び現金同等物の期末残高 112,910 131,822 
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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 
 
１．連結の範囲に関する事項 
 

子会社 144 社すべてを連結しております。  

主要な連結子会社名は「２．企業集団の状況」に記載のとおりであります。 

なお、新たな出資及び設立に伴い、当連結会計年度より Cirquent GmbH 等 20 社を新規に連結子会社に含めており

ます。 

また、合併、譲渡及び清算により、㈱ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨ･ﾃﾞｰﾀ･ｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ等 11 社を連結子会社から除外しております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

 

関連会社については、㈱ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ ﾒﾃﾞｨｱｸﾛｽ等 22 社すべてに持分法を適用しております。 

なお、新たに株式を取得したことに伴い、３社を持分法適用の範囲に含めており、合併による議決権比率の減少、 

譲渡及び清算により、４社を持分法適用の範囲から除外しております。 
 

 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項 
 

連結子会社のうち、国内連結子会社１社及び在外連結子会社 49 社の決算日は 12 月 31 日であります。 

また、国内連結子会社１社の決算日は９月 30 日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては、決算日が 12 月 31 日の連結子会社については、同決算日現在の財務諸表を使用 

しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

決算日が９月 30 日の連結子会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しており

ます。 

 なお、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については、各社の事業年度に係る財務諸表を使

用しております。 
 
 
４．会計処理基準に関する事項 
 

 重要な資産の評価基準及び評価方法 
  

  たな卸資産 

仕掛品については、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）によっております。 

貯蔵品については、先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ 

り算定）によっております。 

 

なお、上記事項以外は、最近の有価証券報告書（平成20年６月23日提出）における記載から重要な変更がないた 

  め開示を省略しております。 
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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 

 
１．重要な資産の評価基準の変更 
 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日）が適用さ

れたことに伴い、貸借対照表価額について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。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ 68 百万円減少しております。 

 

２．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、連結決算上必要な修正を行っております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、それぞれ 1,261 百万円減少しております。 

また、のれん及び負ののれんの償却については、20 年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しておりま

すが、金額が僅少であり重要性が乏しい場合にはすべて発生時の損益として処理しております。 

 
 
・ 表 示 方 法 の 変 更
 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた「関係会社株式売却益」及び営業外費用

の「その他」に含めて表示していた「損害賠償金」については、その金額の重要性が高まったことから、当連結会計

年度より区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に含まれている「関係会社株式売却益」は433百万円で、営業外

費用の「その他」に含まれている「損害賠償金」は172百万円であります。 
 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「関係会社株式

売却益」については、その金額の重要性が高まったことから、当連結会計年度より区分掲記しております。 

なお、前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「関係会社株式売却益」

は△433百万円であります。 

また、前連結会計年度まで、財務活動によるキャッシュ・フローに区分掲記していた「少数株主による株式払込収

入」は、その金額の重要性が低下したことから「その他」に含めて表示しており、その金額は10百万円であります。 

 

 
連 結 貸 借 対 照 表 注 記
 

  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） 

          
 
 
 
 
 
１．担保資産及び担保付債務 
 （1）担保資産 
    受取手形及び売掛金           868百万円 
    建物及び構築物         19,654百万円 
     機械装置及び運搬具               895百万円
    工具器具及び備品                  277百万円 
    土地                         15百万円 
    建設仮勘定                      38百万円 
    ソフトウェア                     92百万円 
 
（2）担保付債務 

長期借入金                      6,504百万円 
   （１年以内に返済予定のものを含む） 

特定目的会社の長期借入金       25,163百万円 
   （１年以内に返済予定のものを含む） 

１．たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 
  
  商品及び製品            1,357百万円 
  仕掛品                   43,723百万円 
  貯蔵品                    1,937百万円 
 
２．担保資産及び担保付債務 
 （1）担保資産 
     現金及び預金           160百万円 
    受取手形及び売掛金          1,574百万円 
    建物及び構築物         18,744百万円 
     機械装置及び運搬具              1,556百万円
    工具器具及び備品                   53百万円 
    土地                         13百万円 
    ソフトウェア                    108百万円 
 
（2）担保付債務 

長期借入金                      7,510百万円 
   （１年以内に返済予定のものを含む） 

特定目的会社の長期借入金       18,343百万円 
   （１年以内に返済予定のものを含む） 
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  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） 

２．有形固定資産の減価償却累計額    589,930百万円 
 
３．関連会社に対する投資有価証券等 
  投資有価証券（株式）            2,723百万円 

その他（関係会社出資金）          413百万円 
 
４．保証債務 

建物賃貸契約に対する賃借料 
Quality Technology Services 
Jersey City,LLC                   1,286百万円 

             （外貨額 12,840千米ドル）

 
５．社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 
  第８回国内無担保普通社債          30,000百万円
    第14回国内無担保普通社債          30,000百万円
 

          

３．有形固定資産の減価償却累計額    598,702百万円 
 
４．関連会社に対する投資有価証券等 
  投資有価証券（株式）            2,974百万円 

その他（関係会社出資金）          478百万円 
 
５．保証債務 

建物賃貸契約に対する賃借料 
Quality Technology Services 
Jersey City,LLC                    911百万円 

             （外貨額 9,279千米ドル）

 
６．社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 
  第８回国内無担保普通社債          30,000百万円  

第14回国内無担保普通社債          30,000百万円
 
７．評価・換算差額等 

一部連結子会社の少数株主が保有する当該連結子会

社持分に対する買取オプションについて、その行使見込

価額を負債認識するとともに、当該持分に係る少数株主

持分の帳簿価額を純資産の部の「少数株主持分」から控

除し、残額を純資産の部の評価・換算差額等の「その他

の評価・換算差額等」に計上しております。 

 
 
・ 連 結 損 益 計 算 書 注 記
 

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 

 特別損失として計上している、出向政策の見直し等に係

る関連費用は、当社からグループ会社への出向者のうち希

望者を対象にグループ会社への転籍、及び就労ニーズへの

多様化に対応した転進支援の充実施策により発生した、転

籍一時金及び退職給付一時費用の計上等であります。 
 

          

          
 
 
 
 

 

以下の資産グループについて減損損失を計上してお

ります。連結財務諸表提出会社グループにおける資産の

グルーピングは、主にシステムとして一体で機能する単

位を最小の単位とし、のれんについては、会社及び会社

グループが営む事業を最小の単位とし、グルーピングし

ております。 

 

用途 

 

種類 

減損損失 

（百万円） 

システムインテグ

レーション事業 

データ通信設備

等 

1,914

ネットワークシス

テムサービス事業

ソフトウェア等 56

その他の事業 ソフトウェア等 6

－ のれん 2,143

システムインテグレーション事業用資産については、

収益性の低下により将来において投資額の回収が見込

めなくなったため、当該帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上して

おります。その内訳は、データ通信設備 1,021 百万円、

ソフトウェア 879 百万円等であります。当該資産グルー

プの回収可能価額は、使用価値により測定しており、測

定に用いた割引率は５％であります。 
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  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） 

 
ネットワークシステムサービス事業用資産等につい

ても減損損失 62 百万円を特別損失に計上しております

が、その内訳は、ソフトウェア 26 百万円、建設仮勘定

21 百万円等であり、減損損失を認識するに至った経緯、

算定方法はシステムインテグレーション事業用資産と

同様であります。 

また、のれんについては、システムインテグレーショ

ン事業を営む在外連結子会社において、昨今の世界的な

金融危機の深刻化や市況の低迷などの影響により取得

時に想定していた事業計画を見直した結果、のれんを含

む資産グループの回収可能価額が帳簿価額を下回った

ため、帳簿価額を減額し当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。当該資産グループの回収可

能価額は、使用価値により測定しており、測定に用いた

割引率は９％であります。 

 
 
・ 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 注 記 
 

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．発行済株式の種類及び総数 １．発行済株式の種類及び総数 

  普通株式   普通株式 

前連結会計年度末                      2,805,000 株 前連結会計年度末                      2,805,000 株

当連結会計年度増加                            0 株 当連結会計年度増加                            0株

当連結会計年度減少                            0 株 当連結会計年度減少                            0 株

当連結会計年度末                      2,805,000 株 当連結会計年度末                      2,805,000 株

 

２．配当に関する事項 

 

２．配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

①  平成 19 年６月 22 日定時株主総会決議 

(1)配当金支払額 

① 平成 20 年６月 20 日定時株主総会決議 

普通株式 

配当金の総額                    8,415 百万円

普通株式 

配当金の総額                    7,012 百万円

１株当たり配当額                    3,000 円 １株当たり配当額                    2,500 円

基準日                   平成 19 年３月 31 日 基準日                   平成 20 年３月 31 日

効力発生日               平成 19 年６月 25 日 効力発生日               平成 20 年６月 23 日

 

② 平成 19 年 10 月 31 日取締役会 

 

② 平成 20 年 11 月４日取締役会 

普通株式 

配当金の総額                    7,012 百万円

普通株式 

配当金の総額                    8,415 百万円

１株当たり配当額                    2,500 円 １株当たり配当額                    3,000 円

基準日                   平成 19 年９月 30日 基準日                   平成 20 年９月 30 日

効力発生日               平成 19 年 12 月３日

 

効力発生日               平成 20 年 12 月１日

(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 

 

平成 20 年６月 20 日開催予定の第 20 回定時株主総

会において、次のとおり付議する予定であります。

(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 

 

平成 21 年６月 23 日開催予定の第 21 回定時株主総

会において、次のとおり付議する予定であります。

普通株式 

配当金の総額                      7,012 百万円

配当の原資                         利益剰余金

普通株式 

配当金の総額                      8,415 百万円

配当の原資                         利益剰余金

１株当たり配当額                      2,500 円 １株当たり配当額                      3,000 円

基準日                      平成 20 年３月 31 日 基準日                     平成 21 年３月 31 日

効力発生日                  平成 20 年６月 23 日 効力発生日                 平成 21 年６月 24 日
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・ 連 結 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 注 記
 

前連結会計年度 
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関係 
 

現金及び預金勘定               112,900百万円 

取得日から３ヵ月 

以内に満期日又は 

償還日の到来する 

短期投資（流動資 
産その他）                         10百万円 

現金及び現金同等物            112,910百万円

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲
記されている科目の金額との関係 

 
現金及び預金勘定               125,421百万円 

預入期間が３ヵ月 

を超える定期預金        △3,599 百万円 

取得日から３ヵ月 

以内に満期日又は 

償還日の到来する 

短期投資（流動資 
産その他）                       10,000百万円 

現金及び現金同等物             131,822百万円

 
 
・ １ 株 当 た り 情 報
 

  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） 

１．１株当たり純資産額        195,413円06銭
 
２．１株当たり当期純利益        10,857円33銭
 

          

１．１株当たり純資産額        201,892円62銭 
 
２．１株当たり当期純利益        17,240円97銭 
 
３．潜在株式調整後１株当たり      17,227円17銭 

当期純利益 

 
 

・重要な後発事象  

 

  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） 

連結財務諸表提出会社は平成20年３月28日開催の取締
役会決議に基づき、次のとおり社債を発行しました。 
 
銘柄    第20回無担保社債 
発行年月日 平成20年４月22日 
発行総額  50,000百万円 
発行価格  額面100円につき99円97銭 
利率    年1.10％ 
償還期限  平成25年６月20日 
担保    無担保・無保証 
使途    社債・コマーシャルペーパー償還資金 
 
銘柄    第21回無担保社債 
発行年月日 平成20年４月22日 
発行総額  50,000百万円 
発行価格  額面100円につき99円93銭 
利率    年1.60％ 
償還期限  平成30年３月20日 
担保    無担保・無保証 
使途    社債・コマーシャルペーパー償還資金 
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セグメント情報 
 
 
１．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） 

 （単位：百万円） 

区    分 
ｼ ｽ ﾃ ﾑ ｲ ﾝ ﾃ ｸ ﾞ       
ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ 事業       

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ      
ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 事業      

その他の事業 計 
消去又は 
全 社     

連 結

Ⅰ売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

786,652 70,883 216,869 1,074,405 － 1,074,405 

(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部         
売上高又は振替高 

48,319 4,620 52,531 105,470 (105,470) － 

計 834,972 75,503 269,400 1,179,876 (105,470) 1,074,405 

営業費用 744,677 70,230 248,604 1,063,512 (85,018) 978,493 

営業利益 90,294 5,272 20,795 116,363 (20,451) 95,911 

Ⅱ資産、減価償却費及び 
資本的支出 

      

資産 764,502 50,597 194,914 1,010,015 183,812 1,193,827 

減価償却費 122,142 8,979 8,383 139,505 548 140,054 

資本的支出 148,946 11,345 16,466 176,757 68 176,826 

   

 

    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） 
（単位：百万円） 

区    分 
ｼ ｽ ﾃ ﾑ ｲ ﾝ ﾃ ｸ ﾞ       
ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ 事業       

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑ      
ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 事業      

その他の事業 計 
消去又は 
全 社     

連 結

Ⅰ売上高及び営業損益       

売上高       

(1) 外部顧客に対する 
売上高 

842,722 73,297 223,072 1,139,092 － 1,139,092 

(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部         
売上高又は振替高 

46,365 4,977 43,147 94,489 (94,489) － 

計 889,087 78,274 266,219 1,233,582 (94,489) 1,139,092 

営業費用 801,600 71,914 240,949 1,114,465 (73,918) 1,040,546 

営業利益 87,486 6,360 25,269 119,117 (20,570) 98,546 

Ⅱ資産、減価償却費、減損
損失及び資本的支出 

      

資産 827,422 45,543 185,200 1,058,166 216,924 1,275,091 

減価償却費 134,468 9,900 6,164 150,533 520 151,054 

のれん減損損失 2,143 － － 2,143 － 2,143 

固定資産減損損失 1,914 56 6 1,977 － 1,977 

資本的支出 152,665 11,118 16,255 180,038 29 180,068 

 

（注）１．事業区分の方法 

     サービスの種類・性質及び販売市場の類似性等を考慮して区分しております。 

 

 ２．各区分に属する主な内容 

事 業 区 分         主 な 内 容                   

ｼ ｽ ﾃ ﾑ ｲ ﾝ ﾃ ｸ ﾞ ﾚ ｰ ｼ ｮ ﾝ事業             
お客様の個別ニーズに合わせて、データ通信システムを開発し、その販売、賃貸、サ

ービスの提供等を行う事業であります。 

ﾈｯﾄﾜｰｸｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞｽ事業             
市場のニーズに合わせて、インターネットに代表されるコンピュータネットワークを

基盤として、種々の情報提供、情報処理等のサービスを提供する事業であります。 

そ の 他 の 事 業             
お客様の経営上の問題点に係る調査及び分析、データ通信システムの在り方に係る企

画及び提案、メンテナンス及びファシリティマネジメント等を行う事業であります。
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 ３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は次のとおりであります。 

  （単位：百万円） 

 前 連 結 会 計 年 度          当 連 結 会 計 年 度          主 な 内 容          

消去又は全社項目に含

めた配賦不能営業費用

の金額 

 

18,977 

 

19,847 

連結財務諸表提出会社における

総務部門等の管理部門に係る費

用であります。 

消去又は全社項目に含

めた全社資産の金額 
183,812 216,924 

連結財務諸表提出会社における

余資運用資金（現金及び預金）及

び管理部門に係る資産等であり

ます。 

 

 

 ４．会計処理方法の変更 

          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） 

          ①リース取引に関する会計基準 

      「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」に記載のとおり、連結財務諸表提出会社及び連結

子会社において、「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、当連結会計年度より

適用しております。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益が、システムインテグレーショ

ン事業が2,873百万円増加、ネットワークシステムサービス事業が26百万円減少、その他の事業が97万円増加し、

資産が、システムインテグレーション事業が17,041百万円増加、ネットワークシステムサービス事業が268百万円

増加、その他の事業が2,162百万円増加し、減価償却費が、システムインテグレーション事業が12,103百万円増加、

ネットワークシステムサービス事業が128百万円増加、その他の事業が735百万円増加しております。 

 

          ②有形固定資産の減価償却の方法 

      「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、連結財務諸表提出会社及び連結子会社

において、法人税法の改正に伴い、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から、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。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益が、システムインテグレーション事

業が366百万円、ネットワークシステムサービス事業が267百万円、その他の事業が146百万円減少し、減価償却費

が、それぞれ同額増加しております。 

 

          ③受注損失引当金の計上 

      「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、連結財務諸表提出会社及び連結子会社

において、新中期経営方針における営業・開発プロセスの変革等を推進する中、受注環境の変化等により、シス

テム開発等における将来損失発生見込み額の重要性が高まったため、仕掛品残高を上回る当該見積額について、

受注損失引当金として計上しております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益については、システムインテグレー

ション事業が4,739百万円減少しております。 

 

 

          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） 

①重要な資産の評価基準の変更 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用さ

れたことに伴い、貸借対照表価額について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。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益については、システムインテグレーシ

ョン事業が68百万円減少しております。 
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②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、連結決算上必要な修正を行っております。 

これにより、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の営業利益については、システムインテグレー 

ション事業が917百万円、その他の事業が344百万円減少しております。 

 

 

２．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） 

     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日本の割合が、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。 

 

    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） 

     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日本の割合が、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。 

 

 

３．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） 

     海外売上高が、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） 
     海外売上高が、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。 
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税 効 果 会 計 

 
 

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 
                           （単位：百万円） 

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） 

 

繰延税金資産 

退職給付引当金 

減価償却超過額 

たな卸資産評価損 

繰越欠損金 

その他 

繰延税金資産小計 

評価性引当額 

繰延税金資産合計 

 

繰延税金負債 

プログラム等準備金 

その他 

繰延税金負債合計 

 

繰延税金資産の純額 

 

 

 

 26,490 

 21,177 

  2,163 

  6,454 

     17,460     

 73,746 

  △  4,994     

 68,752 

 

 

 △    465    

  △  2,415     

  △  2,881     

 

    65,870   

 

 

 33,517 

 18,159 

    540 

  4,810 

     22,797     

 79,825 

  △  5,047     

 74,777 

 

 

 △    211    

  △  2,140     

  △  2,351     

 

    72,425   

 
 
 

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  

     （単位：％） 

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） 

 

法定実効税率 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 

受取配当金 

住民税均等割 

研究開発減税による税額控除 

情報基盤強化税制による税額控除 

その他 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 

 

40.69 

 

1.33 

△   0.41 

0.54 

          △   1.44 

          △   0.19 

△   1.71 

    38.81   

 

40.69 

 

0.81 

△   0.10 

0.31 

          △   0.76 

          △   0.18 

               3.58  

    44.35   
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退 職 給 付

 

 

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連結子会社の退職給付制度は、確定給付型の制度として、主として企業年金基金制度、規

約型年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

連結財務諸表提出会社が加入しているエヌ・ティ・ティ企業年金基金には、前連結会計年度末現在においては連結子

会社のうち59社が加入しており、当連結会計年度末現在においては連結子会社のうち54社が加入しております。 
 
 

２．退職給付債務に関する事項 

（単位：百万円） 

 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）

(1) 退職給付債務      △ 170,680      △ 192,024 

(2) 年金資産       109,653       94,166 

(3) 未積立退職給付債務 (1)+(2) △ 61,026 △ 97,858 

(4) 会計基準変更時差異の未処理額            △  2,315            △  2,074 

(5) 未認識数理計算上の差異 6,371 26,108 

(6) 未認識過去勤務債務（債務の減額） △  7,968 △  7,083 

(7) 連結貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5)+(6)      △  64,939      △  80,907 

(8) 前払年金費用        129        775 

(9) 退職給付引当金 (7)-(8)      △ 65,068      △ 81,683 
  

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） 

（注）１．連結財務諸表提出会社及び連結子会社

の一部において、ＮＴＴ厚生年金基金の

代行部分について、確定給付企業年金法

の施行に伴い、平成19年７月１日に過去

分返上の認可を受けるとともに、平成20

年2月26日に国へ資産を返還したことに

より、厚生年金基金の代行部分は含まれ

ておりません。 

 （注）１．           同左 

２．平成12年３月の厚生年金保険法の改正

に伴い、連結財務諸表提出会社の厚生年

金基金の支給開始年齢の引き上げについ

ての規約改正を行ったこと、及び平成15

年３月、退職手当制度について、個人業

績を加味して一定金額を年々積み上げる

仕組みの「ポイント制」を導入したこと、

また平成15年12月に給付利率等の引き下

げを内容とする企業年金制度の見直しを

行ったことにより、当連結会計年度末に

おいて、退職給付債務が減少するととも

に未認識過去勤務債務（債務の減額）が

発生しております。 

 
２．           同左 

３．退職給付債務の算定にあたり、簡便法

を採用している連結子会社は、規約型企

業年金への拠出額を含めて、「(1) 退職

給付債務」に計上しております。 

 
３．           同左 
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３．退職給付費用に関する事項 

（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 

(1) 勤務費用  (注)１、２ 10,650 11,057 

(2) 利息費用 4,996 4,373 

(3) 期待運用収益 △ 3,131 △  3,008 

(4) 会計基準変更時差異の費用処理額 △  470 △   418 

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 360 816 

(6) 過去勤務債務の費用処理額 △ 1,145 △   783 

(7) 厚生年金基金の代行返上に伴う損益 △ 19,291 ― 

(8) 大量退職による費用処理額  (注)３ 3,059 ― 

(9) 退職給付費用 (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) △ 4,971  12,037 
 

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 

（注） １．厚生年金基金及び企業年金基金に対す

る従業員拠出額を控除しております。 

 （注） １．企業年金基金に対する従業員拠出額を

控除しております。 

２．簡便法を採用している連結子会社につ

いて、その退職給付費用は「(1) 勤務費

用」に計上しております。 

 
２．      同左 

３．退職給付債務の大幅な減少に伴う退職

給付引当金と一時金支給額の差額及び

未認識過去勤務債務等の消滅について、

特別損失として、出向政策の見直し等に

係る関連費用に計上しております。 

 ――――――― 

 

４．上記退職給付費用以外に、転籍一時金

等、35,797百万円を特別損失として出向

政策の見直し等に係る関連費用に計上

しております。 

 ――――――― 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 

原則法を採用している連結財務諸表提出会社及び連結子会社の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項について

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) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

(2) 割引率 2.50％ 2.50％ 

(3) 期待運用収益率 2.50％ 2.50％ 

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務

期間による定額法により費用

処理することとしております。

同左 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務

期間による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理する

こととしております。 

同左 

(6) 会計基準変更時差異の処理年数 15年 15年 
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企 業 結 合 

 

 

  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） 

１．連結財務諸表提出会社は、平成19年10月19日開催の取

締役会において、itelligence AGに対する公開買付けの

開始及び資本提携を行うことを決議し、平成19年11月 

13日から平成19年12月13日及び平成19年12月20日から

平成20年１月２日の期間で公開買付けを行った結果、平

成20年１月９日付けで当社の連結子会社といたしまし

た。 
（1）被取得企業の名称及び事業内容、企業結合を行っ
た主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び
取得した議決権比率 

 ① 被取得会社の名称 
    itelligence AG 
 

 ② 事業内容 
     SAP環境におけるコンサルティング事業、システ

ム・インテグレーション及びソフトウェア開発事
業、ライセンス事業、アウトソーシング・サービ
ス等 

 
 ③ 資本提携に至った経緯 

     当社グループは日系グローバル企業のお客様か
らのSAP対応の要望に応える体制を欧州及び北米
で確立ができ、また、itelligence AGはアジア市
場への展開が容易にできることから、資本提携に
至りました。 

 
 ④ 企業結合日 

     平成19年12月31日（みなし取得日） 
 

 ⑤ 法的形式 
     株式取得（当社の完全子会社である在ドイツの

NTT DATA Europe GmbH & Co.KGを通じての公開
買付） 

 
 ⑥ 取得した議決権比率 

     77.2% 
 

（2）連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績期間 
決算日の差異が３ヵ月を超えていないため、平成

19年12月31日の貸借対照表を連結しております。 
 

（3）被取得企業の取得原価及びその内訳 
itelligence AG 株式 18,614百万円
デュー・デリジェンス費用
及びアドバイザリー費用 433百万円

取得原価 19,047百万円
 

（4）発生したのれんの金額 
① 発生したのれんの金額 15,747百万円

 
 ② 発生要因 

     itelligence AGの今後の事業展開によって期待
される将来の超過収益力の合理的な見積りにより
発生しております。 

 
 
 
 
 
 

１．連結財務諸表提出会社は、平成20年10月１日に、ドイ

ツのBayerische Motoren Werke AGからその子会社であ

るCirquent GmbHの発行済株式の72.9％を譲り受け、同

社は連結財務諸表提出会社の連結子会社となりました。
 

（1）被取得企業の名称及び事業内容、企業結合を行っ
た主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び
取得した議決権比率 

 ① 被取得会社の名称 
    Cirquent GmbH 
 

 ② 事業内容 
    ITコンサルティング事業及びITサービス事業 
 

 ③ 資本提携に至った経緯 
    欧州における優良顧客基盤の拡大や、業務ノウハ

ウを保有する開発リソースの拡充を目指し、資本 
提携に至りました。 

 
 ④ 企業結合日 

     平成20年10月１日 
 

 ⑤ 法的形式 
     株式取得（当社の完全子会社である在ドイツの

NTT DATA Europe GmbH & Co.KGを通じての株式
譲受） 

 
 ⑥ 取得した議決権比率 

     74.4% 
 

（2）連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績期間 
平成20年10月１日から平成20年12月31日 

 
（3）被取得企業の取得原価及びその内訳 

Cirquent GmbH  株式 24,386百万円
デュー・デリジェンス費用
及びアドバイザリー費用 681百万円

取得原価 25,068百万円
 

（4）発生したのれんの金額 
① 発生したのれんの金額 18,154百万円

 
 ② 発生要因 

    Cirquent GmbHの今後の事業展開によって期待さ
れる将来の超過収益力の合理的な見積りにより発
生しております。 

 
   ③ 償却方法及び償却期間 
    14年間にわたる均等償却 

 
（5）企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の金
額並びに主な内訳 

資産の部 
 流動資産 17,937百万円
 固定資産 5,772百万円
負債の部 
 流動負債 12,684百万円
  固定負債 1,793百万円
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  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） 

（5）企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の金
額並びに主な内訳 

資産の部 
 流動資産 12,243百万円
 固定資産 5,770百万円
負債の部 
 流動負債 8,711百万円
 固定負債 2,318百万円

 
（6）取得原価の配分 

当連結会計年度末において取得原価の配分が完了
していないため、その時点で入手可能な合理的情報
に基づき暫定的な会計処理を行っております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（6）企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容
被取得企業の業績に連動して支払う対価を取得原

価として追加的に認識しております。 

 

（7）取得原価の配分 
当連結会計年度末において取得原価の配分が完了

していないため、その時点で入手可能な合理的情報
に基づき暫定的な会計処理を行っております。 

 
 

２．連結財務諸表提出会社は、平成21年１月５日に、株式

会社日本総合研究所からその子会社である株式会社日

本総研ソリューションズの発行済株式の50.0％を譲り

受け、同社は連結財務諸表提出会社の連結子会社（株式

会社JSOL）となりました。 
 

（1）被取得企業の名称及び事業内容、企業結合を行っ
た主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び
取得した議決権比率 

 ① 被取得会社の名称 
   ㈱日本総研ソリューションズ 
 

 ② 事業内容 
    システム開発・情報処理業務、ITコンサルティ

ング業務 
 

 ③ 企業結合を行った主な理由 
    当社グループは、製薬を中心とした製造業界に

おいて、豊富なEPR導入実績とノウハウを持つ㈱ 
JSOLに資本参加することで、当社グループとして
の製造業における顧客基盤の拡大と、高度な業務
ノウハウを有する開発リソースの拡充を通じた
競争力強化を図ることができるため、資本提携に
至りました。 

 
 ④ 企業結合日 

     平成21年１月１日（みなし取得日） 
 

 ⑤ 法的形式 
     株式取得 
 

 ⑥ 結合後企業の名称 
㈱JSOL 

 
 ⑦ 取得した議決権比率 

     50.0% 
 

（2）連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績期間 
平成21年１月１日から平成21年３月31日 

 
（3）被取得企業の取得原価及びその内訳 

㈱JSOL株式 11,500百万円
デュー・デリジェンス費用
及びアドバイザリー費用 88百万円

取得原価 11,588百万円 
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  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） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（4）発生したのれんの金額 

① 発生したのれんの金額 5,525百万円
 
 ② 発生要因 

 ㈱JSOLの今後の事業展開によって期待される将
来の超過収益力の合理的な見積りにより発生して
おります。 

 
   ③ 償却方法及び償却期間 
    ５年間にわたる均等償却 

 

（5）企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の金
  額並びに主な内訳 

資産の部 
 流動資産 15,990百万円
 固定資産 5,619百万円
負債の部 
 流動負債 5,868百万円
 固定負債 3,615百万円

 
（6）取得原価の配分 

当連結会計年度末において取得原価の配分が完了
していないため、その時点で入手可能な合理的情報
に基づき暫定的な会計処理を行っております。 

 
 
３．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定
した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼ
す影響の概算額 

     売上高            53,208百万円 
    営業利益              145百万円 

（概算額の算定方法） 
企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと

仮定して算定された売上高及び営業利益と取得企業
の連結損益計算書における売上高及び営業利益との
差額を、概算の影響額としております。 
なお、当該注記は監査証明を受けておりません。 

 
４．連結子会社であるitelligence AGについて、前連結
会計年度に取得原価の配分が完了しておりませんで
したが、当連結会計年度において、取得原価の配分が
完了し、無形固定資産に1,501百万円、繰延税金負債
に431百万円を配分しております。 

 

 

 

開 示 の 省 略

 
リース取引、関連当事者との取引、有価証券、及びデリバティブ取引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、開示を省略しております。 
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５．個別財務諸表等 
(1)貸借対照表 

(単位：百万円)

第20期 
(平成20年３月31日) 

第21期 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 92,138 88,977 
受取手形 566 131 
売掛金 153,324 148,801 
未収入金 24,340 19,534 
未収還付法人税等 12,139 － 
たな卸資産 － 33,407 
仕掛品 29,043 － 
貯蔵品 1,843 － 
前払費用 7,282 8,265 
繰延税金資産 9,717 9,345 
その他 10,212 21,472 
貸倒引当金 △488 △389 

流動資産合計 340,120 329,547 
固定資産   
有形固定資産   
データ通信設備（純額） 138,344 124,532 
建物（純額） 80,410 79,782 
構築物（純額） 2,744 2,614 
機械及び装置（純額） 12,966 14,656 
工具、器具及び備品（純額） 9,720 9,227 
土地 48,767 48,767 
リース資産（純額） 12,437 7,030 
建設仮勘定 31,424 52,779 
有形固定資産合計 336,815 339,390 

無形固定資産   
ソフトウエア 186,141 180,148 
ソフトウエア仮勘定 53,322 73,980 
リース資産 1,571 970 
その他 2,242 2,228 
無形固定資産合計 243,278 257,327 

投資その他の資産   
投資有価証券 19,783 17,764 
関係会社株式・出資金 60,725 107,936 
敷金及び保証金 18,558 19,209 
繰延税金資産 39,679 36,922 
その他 4,965 6,473 
貸倒引当金 △736 △319 

投資その他の資産合計 142,976 187,987 
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(単位：百万円)

第20期 
(平成20年３月31日) 

第21期 
(平成21年３月31日) 

固定資産合計 723,070 784,705 

資産合計 1,063,190 1,114,253 
負債の部   
流動負債   
買掛金 93,885 80,661 
短期借入金 14,450 15,750 
コマーシャル・ペーパー 45,000 25,000 
1年内償還予定の社債 60,000 3,000 
リース債務 9,641 8,098 
未払金 93,475 17,829 
未払費用 7,256 7,943 
未払法人税等 － 30,714 
未払消費税等 － 1,906 
前受金 35,707 44,281 
預り金 36,034 41,800 
受注損失引当金 4,634 3,679 
流動負債合計 400,084 280,664 

固定負債   
社債 62,988 209,948 
長期借入金 10,000 10,000 
リース債務 17,672 9,205 
退職給付引当金 50,038 48,667 
その他 2,943 3,295 
固定負債合計 143,642 281,116 

負債合計 543,727 561,781 
純資産の部   
株主資本   
資本金 142,520 142,520 
資本剰余金   
資本準備金 139,300 139,300 
資本剰余金合計 139,300 139,300 

利益剰余金   
利益準備金 2,287 2,287 
その他利益剰余金   
プログラム等準備金 667 296 
開発研究用設備特別償却準備金 24 6 
別途積立金 203,000 209,000 
繰越利益剰余金 30,773 59,118 

利益剰余金合計 236,753 270,709 

株主資本合計 518,573 552,529 
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(単位：百万円)

第20期 
(平成20年３月31日) 

第21期 
(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 890 △64 
繰延ヘッジ損益 － 6 

評価・換算差額等合計 890 △57 

純資産合計 519,463 552,471 

負債純資産合計 1,063,190 1,114,253 
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(2)損益計算書 
(単位：百万円)

第20期 
(自�平成19年４月１日 
��至�平成20年３月31日) 

第21期 
(自�平成20年４月１日 
��至�平成21年３月31日) 

売上高 859,755 852,648 
売上原価 662,629 657,680 
売上総利益 197,125 194,967 
販売費及び一般管理費 117,847 112,152 
営業利益 79,278 82,815 
営業外収益   
受取利息 572 632 
受取配当金 859 1,571 
関係会社株式売却益 － 2,058 
匿名組合投資利益 1,407 5,385 
その他 2,915 2,390 
営業外収益合計 5,755 12,038 

営業外費用   
支払利息 2,748 3,746 
損害賠償金 － 1,829 
その他 6,481 2,924 
営業外費用合計 9,230 8,500 

経常利益 75,803 86,352 
特別利益   
ＮＴＴ厚生年金基金代行返上益 16,713 － 

特別利益合計 16,713 － 

特別損失   
固定資産減損損失 － 1,967 
出向政策の見直し等に係る関連費用 40,463 － 
リース会計基準の適用に伴う影響額 16,155 － 

特別損失合計 56,618 1,967 

税引前当期純利益 35,898 84,384 
法人税、住民税及び事業税 629 31,222 
法人税等調整額 13,065 3,779 
法人税等合計 13,694 35,001 

当期純利益 22,203 49,383 
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(3)株主資本等変動計算書 
(単位：百万円)

第20期 
(自�平成19年４月１日 
��至�平成20年３月31日) 

第21期 
(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 142,520 142,520 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 142,520 142,520 
資本剰余金   
資本準備金   
前期末残高 139,300 139,300 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 139,300 139,300 
資本剰余金合計   
前期末残高 139,300 139,300 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 139,300 139,300 
利益剰余金   
利益準備金   
前期末残高 2,287 2,287 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,287 2,287 
その他利益剰余金   
プログラム等準備金   
前期末残高 1,186 667 
当期変動額   
プログラム等準備金の取崩 △518 △370 

当期変動額合計 △518 △370 

当期末残高 667 296 
特定情報通信機器特別償却準備金   
前期末残高 23 － 
当期変動額   
特定情報通信機器特別償却準備金の
取崩 △23 － 

当期変動額合計 △23 － 

当期末残高 － － 

開発研究用設備特別償却準備金   
前期末残高 54 24 
当期変動額   
開発研究用設備特別償却準備金の取
崩 △29 △18 
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(単位：百万円)

第20期 
(自�平成19年４月１日 
��至�平成20年３月31日) 

第21期 
(自�平成20年４月１日 
��至�平成21年３月31日) 

当期変動額合計 △29 △18 

当期末残高 24 6 
別途積立金   
前期末残高 173,000 203,000 
当期変動額   
別途積立金の積立 30,000 6,000 
当期変動額合計 30,000 6,000 

当期末残高 203,000 209,000 
繰越利益剰余金   
前期末残高 53,425 30,773 
当期変動額   
剰余金の配当 △15,427 △15,427 
プログラム等準備金の取崩 518 370 
特定情報通信機器特別償却準備金の
取崩 23 － 

開発研究用設備特別償却準備金の取
崩 29 18 

別途積立金の積立 △30,000 △6,000 
当期純利益 22,203 49,383 

当期変動額合計 △22,652 28,345 

当期末残高 30,773 59,118 
利益剰余金合計   
前期末残高 229,977 236,753 
当期変動額   
剰余金の配当 △15,427 △15,427 
当期純利益 22,203 49,383 
当期変動額合計 6,776 33,955 

当期末残高 236,753 270,709 
株主資本合計   
前期末残高 511,797 518,573 
当期変動額   
剰余金の配当 △15,427 △15,427 
当期純利益 22,203 49,383 
当期変動額合計 6,776 33,955 

当期末残高 518,573 552,529 
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(単位：百万円)

第20期 
(自�平成19年４月１日 
��至�平成20年３月31日) 

第21期 
(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 1,712 890 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △822 △954 

当期変動額合計 △822 △954 

当期末残高 890 △64 

繰延ヘッジ損益   
前期末残高 － － 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 6 

当期変動額合計 － 6 

当期末残高 － 6 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 1,712 890 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △822 △947 

当期変動額合計 △822 △947 

当期末残高 890 △57 

純資産合計   
前期末残高 513,509 519,463 
当期変動額   
剰余金の配当 △15,427 △15,427 
当期純利益 22,203 49,383 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △822 △947 

当期変動額合計 5,953 33,008 

当期末残高 519,463 552,471 
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・重 要 な 会 計 方 針            
 
たな卸資産の評価基準及び評価方法 
    
仕掛品 
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によってお 

ります。 
 
貯蔵品 

  先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっ 
ております。 

  
なお、上記事項以外は、最近の有価証券報告書（平成20年６月23日提出）における記載から重要な変更がな 

いため、開示を省略しております。 
 
 

・重要な会計方針の変更  
 
重要な資産の評価基準の変更 

 
当事業年度から、「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）が適用され

たことに伴い、貸借対照表価額について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。 

これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ 47 百万円減少しております。 
 
 
・ 表 示 方 法 の 変 更
 

(貸借対照表) 

当事業年度より、仕掛品及び貯蔵品を「たな卸資産」として一括掲記しております。内訳につきましては、

貸借対照表注記に記載しております。 

 

(損益計算書) 

前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示していた「関係会社株式売却益」及び営業外費

用の「その他」に含めて表示していた「損害賠償金」については、その金額の重要性が高まったことから、当事

業年度より区分掲記しております。 

なお、前事業年度の営業外収益の「その他」に含まれている「関係会社株式売却益」は470百万円で、営業

外費用の「その他」に含まれている「損害賠償金」は161百万円であります。 
 
 

･ 注 記 事 項  

（貸借対照表関係） 

第 ２ ０ 期 

（平成20年３月31日現在） 

第 ２ １ 期 

（平成21年３月31日現在） 

           
 
 
 
 
 
１．担保資産及び担保付債務 
 （1）担保資産 
     売掛金                        398百万円 
       関係会社株式                     63百万円 
 
 
（2）担保付債務 

子会社の長期借入金               273百万円 
特定目的会社の長期借入金      25,163百万円 

    （１年以内に返済予定のものを含む） 
 
 
 
２．有形固定資産の減価償却累計額 

 553,117百万円 
 

１．たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 
  
  商品                638百万円 
  仕掛品                   31,873百万円 
  貯蔵品                     895百万円 
 
２．担保資産及び担保付債務 
 （1）担保資産 
     売掛金                        436百万円 
       関係会社株式                     75百万円 
    長期貸付金            85百万円 
 
（2）担保付債務 
   子会社の短期借入金        684百万円 

子会社の長期借入金              318百万円 
特定目的会社の長期借入金      18,343百万円 

    （１年以内に返済予定のものを含む） 
 
 
３．有形固定資産の減価償却累計額 

 551,595百万円 
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第 ２ ０ 期 

（平成20年３月31日現在） 

第 ２ １ 期 

（平成21年３月31日現在） 

３．保証債務 
  建物賃貸契約に対する賃借料 
  Quality Technology Services 

 Jersey City,LLC                  1,286百万円 
（外貨額 12,840千米ドル）

 

４．社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 
  第８回国内無担保普通社債    30,000百万円 
  第14回国内無担保普通社債    30,000百万円 
 

４．保証債務 
  建物賃貸契約に対する賃借料 
  Quality Technology Services 

 Jersey City,LLC                   911百万円 
（外貨額 9,279千米ドル）

 

５．社債の債務履行引受契約に係る偶発債務 
  第８回国内無担保普通社債    30,000百万円 
  第14回国内無担保普通社債    30,000百万円 
 

 
 

（損益計算書関係） 

第 ２ ０ 期 

自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日 

第 ２ １ 期 

 自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日 

特別損失として計上している、出向政策の見直し等に

係る関連費用は、当社からグループ会社への出向者のう

ち希望者を対象にグループ会社への転籍、及び就労ニー

ズへの多様化に対応した転進支援の充実施策により発生

した、転籍一時金及び退職給付一時費用の計上等であり

ます。 
 

           
 

           
 
 
 

 

 

 

 以下の資産グループについて減損損失を計上しており
ます。当社は、主にシステムとして一体で機能する単位
を最小の単位とし、グルーピングしております。 

 

用途 

 

種類 

減損損失

（百万円）

システムインテグ
レーション事業 

データ通信設備等 1,911

ネットワークシス
テムサービス事業

ソフトウェア等 56

システムインテグレーション事業用資産について
は、収益性の低下により将来において投資額の回収が
見込めなくなったため、当該帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に
計上しております。その内訳は、データ通信設備1,021
百万円、ソフトウェア876百万円等であります。当該資
産グループの回収可能価額は、使用価値により測定し
ており、測定に用いた割引率は５％であります。 

  ネットワークシステムサービス事業用資産について
も減損損失56百万円を特別損失に計上しております
が、その内訳は、ソフトウェア26百万円、建設仮勘定
21百万円等であり、減損損失を認識するに至った経緯、
算定方法はシステムインテグレーション事業用資産と同
様であります。 
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・重要な後発事象 
 

 第 ２ ０ 期 

（平成20年３月31日現在） 

第 ２ １ 期 

（平成21年３月31日現在） 

当社は平成20年３月28日開催の取締役会決議に基づ
き、次のとおり社債を発行しました。 
 
銘柄    第20回無担保社債 
発行年月日 平成20年４月22日 
発行総額  50,000百万円 
発行価格  額面100円につき99円97銭 
利率    年1.10％ 
償還期限  平成25年６月20日 
担保    無担保・無保証 
使途    社債・コマーシャルペーパー償還資金 
 
銘柄    第21回無担保社債 
発行年月日 平成20年４月22日 
発行総額  50,000百万円 
発行価格  額面100円につき99円93銭 
利率    年1.60％ 
償還期限  平成30年３月20日 
担保    無担保・無保証 
使途    社債・コマーシャルペーパー償還資金 
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税 効 果 会 計 

 

 

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 

（単位：百万円） 

区    分 
第 ２ ０ 期 

（平成20年3月31日現在） 

第 ２ １ 期 

（平成21年3月31日現在） 

繰延税金資産 

退職給付引当金 

減価償却超過額 

たな卸資産評価損 

その他 

繰延税金資産小計 

評価性引当額 

繰延税金資産合計 

繰延税金負債 

プログラム等準備金 

その他 

繰延税金負債合計 

繰延税金資産の純額 

 

 

20,360  

18,389  

1,708  

   16,638  

57,097  

△   5,124 

51,972  

 

△     457  

△   2,117  

△   2,575  

  49,396  

 

 

19,802  

15,970  

20  

   16,373  

52,167  

△   5,210 

46,957  

 

△     203  

△    485  

△    689  

  46,268  

 

 

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 

（単位：％） 

区    分 
第 ２ ０ 期 

（平成20年3月31日現在） 

第 ２ １ 期 

（平成21年3月31日現在） 

法定実効税率 

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 

受取配当金 

住民税均等割 

研究開発減税による税額控除 

情報基盤強化税制による税額控除 

その他 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 

 

40.69  

 

1.18  

△    0.58  

0.24  

△    2.01  

△    0.27  

△    1.10  

     38.15  

 

40.69  

 

0.54  

△    0.60  

0.10  

△    0.82  

△    0.19  

      1.76  

     41.48  
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