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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 251,738 △22.1 △108 ― △1,525 ― △3,982 ―

20年3月期 323,139 △2.2 4,365 56.8 3,202 60.6 1,622 ―

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 △6,219.78 ― △12.1 △1.0 △0.0

20年3月期 2,858.01 2,833.22 5.3 1.8 1.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △690百万円 20年3月期  △101百万円

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 131,343 31,957 23.2 47,547.58
20年3月期 169,612 39,080 21.0 55,655.89

（参考） 自己資本   21年3月期  30,441百万円 20年3月期  35,633百万円

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 9,318 2,607 △11,681 25,623
20年3月期 11,090 △7,397 △3,981 25,311

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 ― 0.00 ― 0.00 ― 0 ― 0.0
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 ― 0 ― 0.0

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 ― ―

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

105,000 △16.0 800 ― 400 ― 0 ― 0.00

通期 219,000 △13.0 4,500 ― 3,600 ― 1,000 ― 1,561.91
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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）  有  

（注）詳細は、11ページ２．「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、23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）の算定上の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名
ＩＴＸ-ネクストリーム１号投資事業有
限責任組合

）

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 640,240株 20年3月期 640,240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 1,307 △84.8 △4,715 ― △7,375 ― △13,431 ―

20年3月期 8,615 81.0 319 ― 859 △51.9 2,350 31.9

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △20,979.32 ―

20年3月期 4,140.88 ―

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 88,506 33,833 38.2 52,844.63
20年3月期 104,540 46,987 44.9 73,389.86

（参考） 自己資本 21年3月期  33,833百万円 20年3月期  46,987百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本発表資料日現在におけ
る仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想につきましては、添付資
料の６ページを御参照下さい。 
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１． 経営成績 

 

(１) 経営成績に関する分析 

当期におけるわが国経済は、米国発の金融危機に端を発した世界的な景気後退の影響を受け需要が鈍化

する中、企業収益が大幅に減尐する等、景気後退が顕著となりました。また国内株式市場においても株式相場

の低迷から株価下落傾向が続き減損処理リスクが高まる一方、新規株式公開＇IPO（も著しく減尐しました。 

このような経営環境のもと、当社グループは、現在展開しております３ヶ年中期経営計画 『06経営基本計画』

において、１．選択と集中による「安定的な連結事業収益基盤の構築」の更なる強化、２．「投資サイクルの加速」

による継続的なポートフォリオ最適化、３．財務基盤の改善、を具体的課題として取り組んでまいりました。 

「安定的な連結事業収益基盤の構築」につきましては、携帯電話販売事業や自動車アフターマーケット事業

をはじめとする連結グループ会社の事業収益力の着実な成長・強化により、安定的な成果を出しております。 

次に「投資サイクルの加速」による継続的なポートフォリオ最適化につきましては、グループ事業の進捗管理や

事業保有方針の厳密な評価を実行する管理体制を強化の上、経営資源を中核事業に集中してまいりました。ま

た財務基盤の改善につきましては、販売費及び一般管理費の削減を実行の上、目標である単体ネット有利子

負債倍率 1.5倍を達成しております。 

しかしながら、昨今の金融環境の悪化や急激な景気減速等の影響により、出資先事業の伸び悩みや投資有

価証券評価損が急激に増加し、連結事業収益へ大きな影響を及ぼしました。このような環境下、中長期的視点

からグループの中核基盤事業を更に強化して安定収益事業の地歩を固めるとともに、グループ事業全体の効

率化を推進し、不採算事業からは撤退を実行することにより、継続して利益の出せる企業体質への改善を図るこ

とで最終的にはグループ事業価値を最大化できると判断し、 昨年 12 月に「経営構造改革」を発表いたしまし

た。 

 

＇業績（ 

当連結会計年度における当社グループの売上高につきましては、携帯電話販売事業において、各通信キャリ

アの販売料金プランの変更による携帯電話買い替えサイクルの長期化等を主要因として売上高が減尐したこと

等により、対前期比 22.1％減の 2,517億 38百万円となりました。 

主な売上高構成内訳では、当社単体において 13 億７百万円、主要な連結子会社ではアイ・ティー・テレコム

㈱＇平成 21 年４月１日付で当社と合併、以下省略（において 1,530 億 37 百万円＇連結売上高（、ＫＳオリンパス

㈱において 332億 11百万円、㈱ブロードリーフにおいて 165億 45百万円＇連結売上高（となっております。 

事業領域のセグメント別における売上高では、ライフサイエンス事業は 459 億７百万円＇構成比 18.2％（、ネッ

トワーク＆テクノロジー事業は 350億 94百万円＇同 13.9％（、モバイル事業は 1,542億１百万円＇同 61.3％（、ビ

ジネスイノベーション事業は 166億 78百万円＇同 6.6％（となりました。 

利益面に関しまして、携帯電話販売事業におきましては、上記要因により売上高が減尐した半面、主に携帯

端末販売方式の変更による販売単価の改善、販売コストの効率化による採算の向上、また、年度末商戦にかけ

て通信キャリアの販売促進強化により、過去最高水準の売上総利益及び営業利益を計上しております。一方、

投資育成有価証券の売却益の減尐、及び「経営構造改革」の推進に伴い事業の選択と集中の一環として不採

算事業からの撤退を図った結果、投資育成有価証券の整理損の発生等により、売上総利益は対前年比 11.1%

減の 474億 71百万円となりました。 

販売費及び一般管理費は、対前年比 3.0%減の 475 億 79 百万円＇主な内訳は人件費 207 億 83 百万円、人

件費以外の経費 267 億 96 百万円＇うち、のれん償却額 33 億 74 百万円（（となり、営業利益は対前年比 44 億
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74百万円減尐し、１億８百万円の営業損失となりました。 

また営業外収益９億２百万円、営業外費用 23 億 19 百万円を計上した結果、経常利益は対前期比 47 億 27

百万円減尐し、15億 25百万円の経常損失となりました。 

さらに、関係会社株式売却益を主要因とした特別利益 32億 24百万円を計上した一方、減損損失、投資有価

証券売却損等を主要因とした特別損失 46億 74百万円を計上した結果、税金等調整前当期純損失は 29億 74

百万円となりました。税金費用等を控除した結果、当期純利益は対前期比 56億４百万円減尐し、39億 82百万

円の当期純損失となりました。 

なお、従来連結子会社でありましたＫＳオリンパス㈱及びティーメディクス㈱については、第４四半期連結会計

期間において当社が保有株式を売却したことに伴い、それぞれ連結の範囲から除外しておりますが、連結損益

計算書には両社の損益を含めております。なお、本異動の詳細につきましては、平成 21年３月 27日公表の「子

会社の異動に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

事業内容別業績 

当社グループは、当社、子会社40社＇うち、非連結・非持分法適用子会社１社（及び関連会社17社＇うち、

非持分法適用関連会社３社（計58社(平成21年3月末現在)で構成されております。 

なお、当連結会計年度における連結セグメント別、収益内容別＇投資育成株式売却による収益及び機器販

売・サービスの提供（の売上高、売上総利益及び連結セグメント別営業利益の概要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 

ライフサイエンス事業   

 売上高 50,509 45,907 

 (投資育成) (754) (135) 

 (機器販売・サービス) (49,754) (45,772) 

 売上総利益 8,745 7,490 

 (投資育成) (46) (△763) 

 (機器販売・サービス) (8,699) (8,254) 

 販売費及び一般管理費 △7,435 △7,385 

 

営業利益 ＇注（ 1,309 105 

(投資育成) (△53) (△857) 

(機器販売・サービス) (1,362) (962) 

ネットワーク＆テクノロジー事業   

 売上高 50,537 35,094 

 (投資育成) (7,662) (851) 

 (機器販売・サービス) (42,875) (34,243) 

 売上総利益 18,040 14,705 

 (投資育成) (1,703) (△99) 

 (機器販売・サービス) (16,336) (14,804) 

 販売費及び一般管理費 △14,596 △13,650 

 

営業利益 ＇注（ 3,443 1,054 

(投資育成) (1,586) (△213) 

(機器販売・サービス) (1,856) (1,267) 
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  (単位：百万円) 

 

 

前連結会計年度 当連結会計年度 

モバイル事業   

 売上高 203,929 154,201 

 (投資育成) (-)  (-)  

 (機器販売・サービス) (203,929) (154,201) 

 売上総利益 23,357 23,945 

 (投資育成) (-)  (-)  

 (機器販売・サービス) (23,357) (23,945) 

 販売費及び一般管理費 △21,882 △22,017 

 

営業利益 ＇注（ 1,475 1,927 

(投資育成) (△17) (△11) 

(機器販売・サービス) (1,492) (1,938) 

ビジネスイノベーション事業   

 売上高 18,227 16,678 

 (投資育成) (406) (114) 

 (機器販売・サービス) (17,821) (16,563) 

 売上総利益 3,298 1,473 

 (投資育成) (△282) (△1,156) 

 (機器販売・サービス) (3,580) (2,629) 

 販売費及び一般管理費 △4,134 △3,490 

 

営業利益 ＇注（ △836 △2,017 

(投資育成) (△402) (△1,235) 

(機器販売・サービス) (△433) (△781) 

消去又は全社   

 

売上高 △64 △143 

(投資育成) (-)  (-)  

(機器販売・サービス) (△64)  (△143)  

売上総利益 △25 △143 

(投資育成) (-)  (-)  

(機器販売・サービス) (△25) (△143) 

販売費及び一般管理費 △1,000 △1,035 

営業利益 ＇注（ △1,026 △1,178 

(投資育成) (△513) (△517) 

(機器販売・サービス) (△513) (△661) 

連結   

 売上高 323,139 251,738 

 (投資育成) (8,823) (1,100) 

 (機器販売・サービス) (314,316) (250,637) 

 売上総利益 53,415 47,471 

 (投資育成) (1,466) (△2,019) 

 (機器販売・サービス) (51,948) (49,490) 

 販売費及び一般管理費 △49,049 △47,579 

 営業利益 ＇注（ 4,365 △108 

 (投資育成) (600) (△2,834) 

 (機器販売・サービス) (3,765) (2,726) 

＇注（ 投資育成及び機器販売・サービスに関する営業利益を参考数値として記載しております。 
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＇次期の業績見通し（ 

次期の業績見通しといたしましては、連結売上高 2,190 億円、営業利益 45 億円、経常利益 36 億円、

当期純利益 10 億円を見込んでおります。営業利益、経常利益、当期純利益の改善の主な要因は、今期

においてCVC投資を始めとする不採算事業からの撤退をほぼ完了したことに加え、中核事業である携帯

電話販売事業及び自動車アフターマーケット事業の業績の伸長を見込んでいるためであります。 

なお、上記の見通しはいずれも当社グループが現時点で入手可能な情報或いは合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、これらは経済環境、競争状況及び市場環境などを含む後述の「事業等

のリスク」に記載の通り、不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の業績等の結果は本資料に記載

の予想値と大きく異なる場合があります。業績予想に変動を与える事象が生じた場合には、速やかに業

績予想を見直し、開示いたします。 

 

 

(２)財政状態に関する分析 

①主要な資産・負債・純資産の変動 

当連結会計年度末における総資産は 1,313 億 43 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 382 億

69 百万円＇22.6％（減尐いたしました。これは主に、連結子会社でありますアイ・ティー・テレコム㈱、

イーグローバレッジ㈱等における売掛債権の減尐に加えて、事業の選択と集中の施策の一環として、

CVC 投資を含む不採算事業からの撤退を推し進めたこと、また連結子会社であったＫＳオリンパス㈱

等が、株式の売却により連結の範囲から除外されたこと等によるものであります。 

有利子負債の削減に積極的に取り組んだ結果、当連結会計期間末における有利子負債は 642 億

48百万円となり、前連結会計年度末に比べ 145億 79百万円減尐いたしました。  

当期純損失 39億 82百万円を計上した結果、純資産合計は 319億 57百万円となり、前連結会計年

度末に比べ 71億 23百万円減尐いたしましたが、ＫＳオリンパス㈱株式の売却等を要因とする総資産の

大きな減尐により、自己資本比率については、前連結会計年度末 21.0％から 23.2％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物＇以下「資金」という。（は 256 億 23 百万円となり、前連結

会計年度末に比べ、３億 11 百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次

のとおりであります。 

＇営業活動によるキャッシュ･フロー（ 

営業活動による資金の増加は、93 億 18 百万円＇前連結年度は 110 億 90 百万円の資金の増加（

となりました。その主な要因は、投資育成有価証券取得及び売却によるもの、またアイ・ティー・テレコ

ム㈱、㈱ブロードリーフ、ＫＳオリンパス㈱等において営業利益を計上したことによるものであります。 

＇投資活動によるキャッシュ･フロー（ 

投資活動による資金の増加は、26 億７百万円＇前連結会計年度は 73 億 97 百万円の資金の    

減尐（となりました。その主な要因は、㈱ブロードリーフ、アイ・ティー・テレコム㈱での設備投資、投資

有価証券の取得による支出があった一方、ＫＳオリンパス㈱の株式を売却したことを主要因とする、子

会社株式の売却による収入及び貸付金の回収によるものであります。 

＇財務活動によるキャッシュ・フロー（ 

財務活動による資金の減尐は、116 億 81 百万円＇前連結会計年度は 39 億 81 百万円の資金の    

減尐（となりました。その主な要因は、当社及び子会社において借入金の返済を行ったことによるもの

であります。 
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 ＇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、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しております。しかしながら、当連結会計年度

につきましては当期純損失を計上しているため、誠に遺憾ながら無配とさせていただきますが、今後は「経

営構造改革」を推進することで経営基盤を盤石なものとし、企業体質の強化を実行しグループ企業価値の

最大化をすべく役職員一同全力を挙げて取り組んでいく所存であります。 

 

＇４（ 事業等のリスク 

以下において、当社の事業上のリスクと考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上

のリスクに該当しないものについても、投資判断上重要と考えられる事項について積極的に開示しており

ます。但し、当社事業リスクを必ずしも全て網羅するものではありません。 

なお、当社は平成21年４月１日に、当社主要連結子会社でありましたアイ・ティー・テレコム㈱と合併し

ております。事業等のリスクは、本合併も踏まえ本決算短信発表日現在において判断した将来に関する

事項を記載しております。 

 

①グループ会社等の投資先のリスク  

当社の投資先であるグループ会社等の業績が、当初計画および事業計画通りの業績又は時期

に売却できず想定していたグループ事業価値を得ることができない可能性があります。また、1 社

あたりの投資金額が大きな投資先もあるため、当初計画や事業計画通りに業績又は時期に売却

が実行できなかった場合は、連結業績に大きな影響を与える可能性があります。当社は従来、投

資育成において未公開企業を「育成」し、事業価値を高め、株式上場やＭ＆Ａ等により株式売却

益を獲得することで「事業価値実現」を目指しておりましたが、昨年 12 月の「経営構造改革」の方

針に基づき、「経営資源の集中によるグループ事業の強化、その強化した企業体質による事業創

造によるグループ企業価値の最大化」を最優先事項とすることとなりました。従いこの方針に基づ

き投資全般に伴うリスクについて見直しをしております。 

 

②当社テレコム事業でのリスク 

  ・マーケットにおける競合について 

   携帯電話業界は、技術の急速な進歩に伴い新サービス・新商品を次々と登場させ、消費者の需

要を喚起し続ける事によって、平成 21 年３月には携帯電話等の累計契約数が 107,487 千回線を

超えるまでに大きく成長しました。しかし一方で、普及率の急速な高まりに伴い、新規利用者の増

加が頭打ち傾向となり、残り限られた新規利用者を獲得するため、販売会社間の競争が今後激化

するものと考えております。その場合、競合激化による利益率の低下等により業績に重大な影響

を及ぼす可能性があります。 

   固定ブロード回線についても、FTTH＇Fiber To The Home（化等、通信環境の向上に伴い、更なる

普及率の高まりが期待できるものの、携帯電話等と同じく、販売会社間の競争が激化することが考

えられます。その場合、競合激化による利益率の低下等の要因により連結業績に影響を及ぼす

可能性があります。 

・総務省の競争政策の影響について 

平成 18年９月、総務省は電気通信市場における公正な競争ルールを整備するため「新競争促進

プログラム 2010」を発表し、これを受けて「モバイルビジネス研究会」が発足しました。その中で、販
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売奨励金＇注１（や SIMロック＇注２（等、電気通信業界における諸問題について検討が行われ、平

成 19 年９月に最終報告書が公表されました。これを受け、各通信事業者は、割賦販売等の新た

な販売方法等を発表致しました。その結果、携帯電話端末の販売価額が上昇することにより、消

費者の購買意欲を減退させ、携帯電話市場全体が縮小し、連結業績に重大な影響を及ぼす可

能性があります。 

また、平成 19年９月の最終報告において先送りされた SIMロックの解除が制度化された場合には、

上記の新販売方法の影響に加え、さらに連結業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

＇注１（販売奨励金：通信事業者から受け取る手数料の一部で、機種や獲得契約ごとに設定され

ている手数料です。 

＇注２（SIM ロック：SIMカード＇シムカード、Subscriber Identity Module Card（に対応した携帯電話

端末で、特定の通信事業者の SIMカードしか動作しないよう制限することです。 

・通信事業者からの受取手数料について 

当社テレコム事業は、各通信事業者との間で代理店契約を締結し、各通信事業者が提供する通

信サービスの利用契約の取次を行うことにより、当該通信事業者からその対価として手数料を収

受しております。各通信事業者との取引条件等は、それぞれの事業方針により変更されますので、

大幅な取引条件等の変更がなされた場合には、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

・通信事業者の営業政策による影響について 

当社テレコム事業の売上高は、その殆どを携帯電話代理店事業に依存しております。今後考え得

る携帯電話業界の大きな変化の中で、当社テレコム事業としましては寧ろ残存者利益獲得の好機

と捉え、積極的な事業拡大を図って参る所存ですが、新規出店エリア及び運営主体の選定は各

通信事業者によって行われるため、必ずしも当社テレコム事業の計画通りに運ばない可能性があ

ります。そのため、各通信事業者の営業政策の変更等によっては、当社連結業績に大きな影響を

及ぼす可能性があります。 

・事業拡大のための M&A等による影響について 

当社テレコム事業は、事業拡大のために取り組みとして、同業他社の事業譲受や買収、或いは２

次代理店化等を行う可能性があり、これらの取り組みによって、のれんの発生等による影響を受け

る可能性があります。また、今後の市場動向や経済環境の変化によっては、当該買収等が当初期

待した収益を生み出す保証はなく、出資先企業の業績等の状況によっては、のれんの減損処理

等により連結業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

・個人情報の漏洩等について 

当社グループは、契約の取次ぎ時等に各通信事業者に対して開示されたお客様の個人情報等

を大量に取り扱っております。 

当社グループは、通信事業者が規定するマニュアル等を遵守するとともに、近年社員による個人

情報の持ち出し、漏洩等が社会的な問題となっている事から、社員教育の徹底及び取引先の管

理に努めております。また、個人情報を大量に取り扱う拠点＇注（を対象に ISO27001 の認証を取

得するなど、個人情報の漏洩を抑止するための体制を構築しております。しかしながら、万が一個

人情報の漏洩が発生してしまった場合、各通信事業者をはじめとする取引先からの当社グループ

への信用を大きく低下させ、その後の事業展開等に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 (注) 認証取得拠点：物流・開通センター＇東京（、テレマーケティングセンター＇東京（ 

法人営業部＇東京（ 
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③各グループ事業でのリスクについて 

①市場規模及び成長予測 

当社グループ事業の該当市場規模が縮小する又は当初予想した規模に成長しない可能性がありま

す。 

②競合製品/新技術/サービス 

競合する製品、新技術、サービスの登場により当社グループ事業に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

・製品/システム/サービスの不具合 

販売している製品及び提供しているシステムやサービスの不具合又は技術サポートやアフターケア

の不備により当社グループ事業に影響を及ぼす可能性があります。 

・製品開発/新規サービス提供 

開発中の製品又は今後提供予定のサービスが計画通りに実行できないことにより当社グループ事

業に影響を及ぼす可能性があります。 

・債権回収 

取引先の経営悪化、倒産等により債権の回収ができないおそれにより、当社グループ事業及び決

算成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④経営に関連するリスク 

・財務状況 

今後収益が予定通り確保できないことにより、利益剰余金の早期回復が達成できない可能性があり

ます。また、追加の借り入れを行うことで負債比率が高まる可能性があります。 

・資金調達 

計画通りに資金調達ができず資金調達のコストが上昇し当社グループ業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

・人材の確保 

経営、事業運営に必要な人材が確保できないことより、当社の経営に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

・親会社との関係 

提出日現在、オリンパス㈱は当社の発行済株式の82.06%を所有する親会社であります。親会社との

取引関係、人的関係等については限定的であり、資本関係に変化が生じたとしても事業に与える影

響は軽微と考えられます。 

 

⑤その他 

・情報セキュリティ 

当社グループとして策定した「ＩＴＸグループ情報セキュリティ基本方針」に基づき、各社が対策を講

じておりますが、何らかの原因により個人情報、顧客に関する企業情報等が流出した場合、当社グ

ループの信用を失うこととなり、その結果、業績に影響を及ぼす可能性があります。  

・業績の景気変動性 

当期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融危機の影響が実体経済に

も及ぶ結果となっております。こうした先行きの不透明感からくる、企業収益の悪化や個人消費の低

迷等は、当社グループが行う事業においても大きな影響を与える可能性があります。 
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＇５（ 継続企業の前提に関する重要事象等 

該当事項はありません。
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社40社＇連結子会社39社、非連結・非持分法適用子会社１社（、関連会

社17社＇持分法適用関連会社14社、非持分法適用関連会社３社（計58社で構成されております。 

当社グループは、投資を通じた事業価値創造を目的として①ライフサイエンス事業、②ネットワーク＆

テクノロジー事業、③モバイル事業、④ビジネスイノベーション事業に特化した投資育成及び同分野に関

連する機器販売・サービスの提供を行っております。各事業の主な内容と各関係会社との位置付けは以

下のとおりであります。 

 

ライフサイエンス事業 

・ 医療事業 

内視鏡・顕微鏡等の光学医用器具の販売及び症例単価払い方式プログラム提供、整形外科用 

医療器具の製造・輸入及び販売、欧米の技術を利用した治療用デバイス、医療情報ソリューショ

ンサービスの提供 

・ バイオ 

ゲノム創薬支援事業の展開  

ネットワーク＆テクノロジー事業 

・ 自動車アフターマーケット事業 

自動車アフターマーケット向け業務パッケージソフトウエアの開発・販売等 

・ ネットワークソリューション 

システムインテグレーションサービス、ネットワークインフラシステム販売、セキュリティソリューション 

の提供等 

・   ブロードバンドサービス 

ＥＣ決済、ＣＲＭ等の各種インターネットサービスの提供、ＣＡＴＶ事業等    

・  半導体・電子デバイス関連販売 

半導体関連装置・電子機器の販売等 

モバイル事業 

・ 携帯電話販売事業 

   モバイル端末の販売等 

・ モバイルソリューション・コンテンツ 

モバイルソリュ－ション、モバイルコンテンツサービスの提供等 

ビジネスイノベーション事業 

・  ＣＶＣ＇コーポレート・ベンチャー・キャピタル（事業 

キャピタルゲイン獲得を目的に行なうポートフォリオ投資 

・ アウトソーシングサービス等の提供 
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１．当該事業区分とセグメント情報は一致しています。 

２．上記のほかに、当社子会社には米国法人である ITX International Holdings,Inc.、ITX INTERNATIONAL 

EQUITY CORPORATION、㈱イー・ピー・オペレーションの計３社があります。 

３．㈱ソリストは、平成 21年３月 31日を効力発生日として株式交換を行い、イーグローバレッジ㈱の完全子会社となり

ました。これにより、同社はジャスダック証券取引所への上場を廃止しております。 

４．当社は平成 21 年４月１日を効力発生日として、当社を存続会社として、子会社でありますアイ・ティー・テレコム㈱

と合併しております。本合併についての詳細については、平成 20 年 12 月 16 日付「連結子会社との吸収合併＇簡

易合併・略式合併（に関するお知らせ」をご参照ください。 
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５．㈱アトラクス、NOC 日本アウトソーシング㈱及びスリーエス・パートナーズ㈱は、平成 21 年４月１日を効力発生

日として、㈱アトラクスを存続会社として合併し、社名を NOC日本アウトソーシング㈱としております。 

 

６．当社は、平成 21 年４月１日から開始する事業年度より、「事業の種類別セグメント」を変更することを決議いたしま

した。これは、現在の４事業セグメント＇ライフサイエンス事業、ネットワーク＆テクノロジー事業、モバイル事業、ビジ

ネスイノベーション事業（から「テレコム事業」、「サービス＆ソリューション事業」の２事業セグメントに変更するもので

あります。 

 

７．当連結会計年度における連結子会社の異動状況は次のとおりであります。 

＇増加（  ＇減尐（  

【連結子会社】  【連結子会社】  

㈱メイクウェーブ・ジャパン NT＇株式取得（ ㈱ITX ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ(※) BI＇株式の一部売却等（ 

  ITX-ﾈｸｽﾄﾘｰﾑ１号 

投資事業有限責任組合(※) 

BI＇支配力の低下（ 

  ＫＳオリンパス㈱ LS＇株式売却（ 

  他９社  

注 １ 事業別セグメント区分、LS：ライフサイエンス事業、ＮＴ：ﾈｯﾄﾜｰｸ&ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ事業、BI：ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業 

２ ＇ （内は異動理由 

※３ 第２四半期連結会計期間において、当社の子会社でありました㈱ＩＴＸキャピタル・イノベーションの第三者割当増資

および同社株式の売却を決議しました。この結果、同社は当社の子会社から持分法適用関連会社となり、同社が業務

執行しているＩＴＸ-ネクストリーム１号投資事業有限責任組合についても、支配力の低下により当社の子会社に該当し

なくなりました。 
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３．経営方針 

＇１（経営の基本方針 

  当社グループは、①情報通信サービスを基盤として明確な特徴と強みを持ち、②医療ヘルスケア分

野での新しいマーケットを戦略的に創生し、③業界・業務に特化してそれを深耕して独自のバリュー

チェーンを創出し、④新規・高付加価値事業の創造を達成する、を将来の目指す姿として位置づけ、

人と社会に貢献することを使命としております。 

 

＇２（目標とする経営指標 

  当社は、中長期的視点からグループのリエンジニアリングを通した企業体質の改善と強化を実行し、

その一環として昨年末に発表した「経営構造改革」に取り組んでまいりました。 これは、強化された企

業体質を前提とした事業創造によってグループの事業価値を最大化することを目標としています。具

体的には、グループ全体の平成24年３月期売上高で3,700億円、営業利益で80億円を実現させること

にあります。 

当社グループは、テレコム事業を主力とした「情報通信サービス」をグループの収益基盤とし、オリン

パスグループの医療事業の強みを生かしながら医療情報サービス分野での新規マーケットを戦略的に

創生する分野と位置付け、グループ全体の事業連携と融合により独自のバリューチェーンを構築する

ことで、具体的に目標とする経営指標を達成することを目指します。 

 

＇３（中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

当社は平成20年12月16日に公表いたしました経営構造改革において、下記の課題に取り組んでおり

ます。 

①【中核基盤事業】の強化 

テレコム事業を主力とした「情報通信サービス」をグループ事業収益の中核基盤事業と位置

づけ、当社とアイ・ティー・テレコム㈱の合併により従来の事業開発機能と事業投資育成機能を

アイ・ティー・テレコム㈱と統合することにより販売力の更なる強化と、法人ソリューションビジネス

の拡大を加速していきます。また㈱ブロードリーフを中心としたパッケージソフトウエア分野も強

化し、安定的且つ継続的な利益確保を図ります。 

②【グループ事業の効率化】の推進 

当社グループのアウトソーシング分野については、NOC 日本アウトソーシング㈱、㈱アトラク

ス、スリーエス・パートナーズ㈱の３社を合併し収益規模の拡大を図ります。 またエレクトロニク

ス分野においては、イーグローバレッジ㈱と㈱ソリストの同分野の商社 2社を機能統合させ相乗

効果を最大限に発揮します。 

③【戦略事業】として「医療ヘルスケア分野」に注力する 

当社グループは、オリンパスグループにおける医療事業の強みを生かすことによって、医療

情報サービス分野を創造します。 本分野では、医療機関・医療関連事業の経営改革や健康

保険組合における医療費抑制を目的とした情報サービスを行うとともに、将来的には個人健康

情報サービスへの展開を目論むものです。また事業を加速するにあたっては、他社との資本提

携を含むアライアンスを強化いたします。 
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④【財務戦略】 

従来のCVC事業をはじめとするキャピタルゲインを目的とした純投資からの撤退を含む大胆

なポートフォリオの整理を行い、集中事業領域への投資資金を確保し、有利子負債を削減しま

す。 

 

＇４（事業セグメントの変更 

当社グループは現在、上記の経営方針のもと積極的に事業再編を推進しております。また今

後の市場環境と事業の成長性を勘案し、グループ内での事業間シナジーの最大化を図り、より

効率的な経営資源の活用を促進するため、事業ポートフォリオの見直しも併せて実行してまいり

ました。 

これらの結果、当社グループ事業を新たな事業セグメントに区分することが妥当であると判断し

ました。平成 21 年 4 月１日から開始する連結事業年度より、当社グループがこれまで培ってきた

ノウハウである「情報通信サービス」を基盤とし、携帯電話販売を中心とする「テレコム事業」と、医

療情報ヘルスケア分野・ネットワークソリューション分野等でサービスやソリューションを提供する

「サービス＆ソリューション事業」の２事業セグメントに注力していきます。 

 

【新事業領域セグメントイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
＜テレコム事業＞ 

~中核基盤事業~ 

 

 

＜サービス&ソリューション事業＞ 

医療ヘルスケア分野 

~戦略事業~ 

 

ﾈｯﾄﾜｰｸｿﾘｭｰｼｮﾝ分野 

その他分野 

・移動体販売 

 

・固定回線通信販売 

 

・法人向けｿﾘｭｰｼｮﾝ販売 

【情報通信サービス基盤】 
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４.連結財務諸表

（１）連結貸借対照表
(単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成20年３月31日） （平成21年３月31日）

25,954 25,665 

48,514 29,149 

－                       199                      

12,258 －                       

－                       7,860 

－                       284 

402 137 

10,370 7,306 

△311 △434 

97,188 70,168 

7,482 7,674 

△3,774 △4,100 

3,707 3,574 

1,192 1,221 

△806 △791 

386 429 

3,207 2,882 

△2,030 △1,957 

1,176 925 

1,611 1,383 

－                       239 

－                       △25 

－                       213 

55 5 

6,937 6,532 

42,058                   37,561 

－                       16 

3,365 2,940 

45,424 40,519 

4,734 2,710 

6,774 3,635 

2,961 3,005 

295 27 

7 －                       

5,695 5,737 

△407 △992 

20,062 14,123 

72,424 61,174 

169,612 131,343 

　　　投資その他の資産合計

　　固定資産合計

　資産合計

　　　投資育成有価証券

　　　長期貸付金

　　　繰延税金資産

　　　再評価に係る繰延税金資産

　　　その他

　　　貸倒引当金

　　　のれん

　　　リース資産

　　　その他

　　　無形固定資産合計

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券

　　　リース資産

　　　　減価償却累計額

　　　　リース資産（純額）

　　　建設仮勘定

　　　有形固定資産合計

　　無形固定資産

　　　　減価償却累計額

　　　　機械装置及び運搬具（純額）

　　　工具、器具及び備品

　　　　減価償却累計額

　　　　工具、器具及び備品（純額）

　　　土地

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物

　　　　減価償却累計額

　　　　建物及び構築物（純額）　　　

　　　機械装置及び運搬具

　　商品及び製品

　　仕掛品

　　繰延税金資産

　　その他

　　貸倒引当金

　　流動資産合計

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金

　　受取手形及び売掛金

　　有価証券

　　たな卸資産
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(単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度
（平成20年３月31日） （平成21年３月31日）

36,434 21,604 

14,613 6,935 

4,595 14,865 

979 1,131 

60 16 

73                       45 

12,087 11,234 

68,843 55,832 

396 200 

59,020 41,705 

122 29 

1,570 1,342 

70 40 

452 －                       

55 234 

61,688 43,552 

130,531 99,385 

25,443                   25,443 

18,005                   18,005 

△6,774 △10,772 

36,674                   32,676 

△446 △649 

△145 △85 

△135 △143 

△314 △1,357 

△1,041 △2,234 

3,447                    1,515 

39,080                   31,957 

169,612                  131,343 

　　評価・換算差額等合計

　少数株主持分

　純資産合計

負債純資産合計

　　株主資本合計

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金

　　繰延ヘッジ損益

　　土地再評価差額金

　　為替換算調整勘定

　負債合計

純資産の部

　株主資本

　　資本金

　　資本剰余金

　　利益剰余金

　　繰延税金負債

　　退職給付引当金

　　役員退職慰労引当金

　　債務保証損失引当金

　　その他

　　固定負債合計

　　その他

　　流動負債合計

　固定負債

　　社債

　　長期借入金

　　短期借入金

　　１年内返済予定の長期借入金

　　未払法人税等

　　短期解約返戻引当金

　　その他の引当金

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金
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（２）連結損益計算書

(単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

    至 平成20年３月31日）     至 平成21年３月31日）

8,823 1,100 

314,316 250,637 

323,139 251,738 

7,356 3,120 

262,367 201,146 

269,724 204,266 

53,415 47,471 

14,528 14,909 

3,301 2,831 

440 511 

23 22 

1,839 1,514 

4,316 4,404 

7,450 6,536 

3,484 3,374 

1,329 1,527 

59 141 

12,275 11,804 

49,049 47,579 

4,365 △108 

507 385 

13 12 

180 24 

90                        145                       

－                        99 

255 235 

1,046 902 

1,570 1,320 

20 27 

101 690 

0                         －                        

222                       －                        

295 280 

2,210 2,319 

3,202 △1,525 

　持分法による投資損失

　手形売却損

　為替差損

　その他

　営業外費用合計

経常利益又は経常損失（△）

　為替差益

　その他

　営業外収益合計

営業外費用

　支払利息

　投資有価証券売却損

営業外収益

　受取利息

　受取配当金

　投資有価証券売却益

　投資事業組合運用益

　のれん償却額

　減価償却費

　貸倒引当金繰入額

　その他

　販売費及び一般管理費合計

営業利益又は営業損失（△）

　賞与

　退職給付費用

　役員退職慰労引当金繰入額

　広告宣伝費

　借地借家料

　業務委託費

　投資育成有価証券売上原価

　商品売上原価

　売上原価合計

売上総利益

販売費及び一般管理費

　給料及び手当

売上高

　投資育成有価証券売上高

　商品売上高

　売上高合計

売上原価
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(単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

    至 平成20年３月31日）     至 平成21年３月31日）

6 32 

311 3,019 

111 0 

2                         41                        

5                         12                        

300                       －                        

67 118 

805 3,224 

157 151 

477 879 

4                         32                        

－                        1,053                     

97                        －                        

35                        1,814                     

133                       742                       

905                       4,674                     

3,101 △2,974 

1,647 1,945 

－                        △621 

△96 196 

1,550 1,520 

△71 △513 

1,622 △3,982 

少数株主損失（△）

当期純利益又は当期純損失（△）

　特別損失合計

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前
当期純損失（△）

法人税、住民税及び事業税

法人税等還付税額

法人税等調整額

法人税等合計

　投資有価証券評価損

　持分変動損失

　投資有価証券売却損

　事務所移転費用

　減損損失

　その他

　貸倒引当金戻入額

　事業譲渡益

　その他

　特別利益合計

特別損失

　固定資産除売却損

特別利益

　固定資産売却益

　関係会社株式売却益

　投資有価証券売却益

　持分変動利益

ＩＴＸ㈱（２７２５）平成21年３月期 決算短信

19



（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 当連結会計年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

    至 平成20年３月31日）     至 平成21年３月31日）

20,456 25,443 

4,987 －                        

4,987 －                        

25,443 25,443 

13,017 18,005 

4,987 －                        

4,987 －                        

18,005 18,005 

△8,339 △6,774 

1,622 △3,982 

△57 △15 

1,565 △3,998 

△6,774 △10,772 

25,134 36,674 

9,975 －                        

1,622 △3,982 

△57 △15 

11,540 △3,998 

36,674 32,676 

　　　新株の発行

　　　当期純利益又は当期純損失（△）

　　　連結範囲の変動

　　　当期変動額合計

　　当期末残高

　　　連結範囲の変動

　　　当期変動額合計

　　当期末残高

　株主資本合計

　　前期末残高

　　当期変動額

　　　当期変動額合計

　　当期末残高

　利益剰余金

　　前期末残高

　　当期変動額

　　　当期純利益又は当期純損失（△）

　　　当期変動額合計

　　当期末残高

　資本剰余金

　　前期末残高

　　当期変動額

　　　新株の発行

株主資本

　資本金

　　前期末残高

　　当期変動額

　　　新株の発行
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(単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

    至 平成20年３月31日）     至 平成21年３月31日）

366 △446 

△813 △203 

△813 △203 

△446 △649 

△46 △145 

△99 60 

△99 60 

△145 △85 

△135 △135 

－                        △7 

－                        △7 

△135 △143 

△106 △314 

△208 △1,042 

△208 △1,042 

△314 △1,357 

79 △1,041 

△1,120 △1,193 

△1,120 △1,193 

△1,041 △2,234 

3,964 3,447 

△516 △1,932 

△516 △1,932 

3,447 1,515 

29,178 39,080 

9,975 －                        

1,622 △3,982 

△57 △15 

△1,637 △3,125 

9,902 △7,123 

39,080 31,957 

　　　当期純利益又は当期純損失（△）

　　　連結範囲の変動

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

　　　当期変動額合計

　　当期末残高

　　当期末残高

純資産合計

　　前期末残高

　　当期変動額

　　　新株の発行

　　当期末残高

少数株主持分

　　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）

　　　当期変動額合計

　　当期末残高

　評価・換算差額等合計

　　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）

　　　当期変動額合計

　　当期末残高

　為替換算調整勘定

　　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）

　　　当期変動額合計

　　当期末残高

　土地再評価差額金

　　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）

　　　当期変動額合計

　　当期末残高

　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）

　　　当期変動額合計

　その他有価証券評価差額金

　　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）

　　　当期変動額合計

評価・換算差額等

ＩＴＸ㈱（２７２５）平成21年３月期 決算短信

21



（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又は税金等調整前当期純損失

（△）
3,101 △2,974

　減価償却費 2,922 3,085
　減損損失 35 1,814
　のれん償却額 3,484 3,374
　貸倒引当金の増減額（△は減少） 4 673
　退職給付引当金の増減額（△は減少） 92 101
　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12 △14
　受取利息及び受取配当金 △520 △397
　支払利息 1,570 1,320
　持分法による投資損益（△は益） 101 690
　投資有価証券売却損益（△は益） △271 1,056
　持分変動損益（△は益） 2 △8
　投資有価証券評価損益（△は益） 477 879
　関係会社株式売却損益（△は益） △311 △3,019
　投資育成有価証券の増減額（△は増加） 3,678 2,335
　売上債権の増減額（△は増加） 3,071 8,324
　たな卸資産の増減額（△は増加） 1,063 3,149
　仕入債務の増減額（△は減少） △2,828 △6,928
　その他の資産の増減額（△は増加） △2,180 △541
　その他の負債の増減額（△は減少） △662 △931
　その他 331 △65
　小計 13,172 11,924
　利息及び配当金の受取額 477 390
　利息の支払額 △1,501 △1,375
　法人税等の還付額 812 314
　法人税等の支払額 △1,870 △1,935
　営業活動によるキャッシュ・フロー 11,090 9,318
投資活動によるキャッシュ・フロー
　有価証券の取得による支出 ― △200
　有形固定資産の取得による支出 △1,774 △1,444
　有形固定資産の売却による収入 248 323
　無形固定資産の取得による支出 △2,039 △1,767
　無形固定資産の売却による収入 7 ―
　投資有価証券の取得による支出 △3,563 △683
　投資有価証券の売却及び償還による収入 3,389 714
　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 197 4,388
　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 ― △95
　子会社株式の取得による支出 △8 △897
　子会社株式の売却による収入 607 ―
　短期貸付金の純増減額（△は増加） ― 2,677
　貸付けによる支出 △7,993 ―
　長期貸付けによる支出 ― △216
　貸付金の回収による収入 1,562 ―
　長期貸付金の回収による収入 ― 121
　営業譲受による支出 △28 △70
　事業譲渡による収入 315 ―
　その他の支出 △485 △992
　その他の収入 2,166 750
　投資活動によるキャッシュ・フロー △7,397 2,607
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の純増減額（△は減少） 1,706 △5,497
　長期借入れによる収入 4,450 4,751
　長期借入金の返済による支出 △10,593 △11,147
　株式の発行による収入 9,906 ―
　社債の発行による収入 100 375
　社債の償還による支出 △10,094 △199
　少数株主からの払込みによる収入 608 146
　少数株主への配当金の支払額 △54 △81
　その他 △10 △27
　財務活動によるキャッシュ・フロー △3,981 △11,681
現金及び現金同等物に係る換算差額 △310 △103
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △598 141
現金及び現金同等物の期首残高 25,932 25,311
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △22 ―
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 170
現金及び現金同等物の期末残高 25,311 25,623
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（５）継続企業の前提 

該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

最近の有価証券報告書（平成20年６月24日提出）における記載から下記の変更を除き重要な変更がないため開

示を省略しております。 

 

（７）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 

 

（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。これによる損益に与える影響はありません。 

 

（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。所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイ

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を適用しております。これに

よる損益に与える影響は軽微であります。 

 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりました

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

が適用されたことに伴い、主として移動平均法及び先入先出法による原価法（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

て、当連結会計年度の営業損失及び経常損失が８百万円、税金等調整前当期純損失が63百万円それぞれ増加し

ております。 

 

 

表示方法の変更 

 

（連結貸借対照表） 

財務諸表等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」として掲記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」

「仕掛品」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」は、それぞれ11,273百万円、984百万円であります。 

 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において、「投資有価証券運用益」として掲記されていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ

導入に伴い連結財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度より科目名を「投資事業組合運用益」

に変更しております。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において「貸付けによる支出」、「貸付金の回収による収入」として掲記されていたもののう

ち、期間が短く且つ回転が速いものは、より明瞭に表示するため、当連結会計年度より「短期貸付金の純増減

額」に、それ以外のものは「長期貸付けによる支出」及び「長期貸付金の回収による収入」にそれぞれ区分掲

記しております。 

なお、前連結会計年度における「短期貸付金の純増減額」は△3,673百万円、「長期貸付けによる支出」は△

3,570百万円、「長期貸付金の回収による収入」は812百万円であります。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項等 

(セグメント情報) 

【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) 

 

 
ライフサイ
エンス事業 
(百万円) 

ネットワー
ク＆テクノ
ロジー事業 
(百万円) 

モバイル 
事業 

(百万円) 

ビジネス 
イノベー 

ション事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

 売上高及び営業損益        

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

50,509 50,511 203,929 18,189 323,139 ― 323,139 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― 25 ― 38 64 (64) ― 

計 50,509 50,537 203,929 18,227 323,204 (64) 323,139 

  営業費用 49,200 47,093 202,454 19,064 317,812 962 318,774 

  営業利益又は営業損失 
  (△) 

1,309 3,443 1,475 △836 5,392 (1,026) 4,365 

 

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) 

 

 
ライフサイ
エンス事業 
(百万円) 

ネットワー
ク＆テクノ
ロジー事業 
(百万円) 

モバイル 
事業 

(百万円) 

ビジネス 
イノベー 

ション事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

 売上高及び営業損益        

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

45,907 34,950 154,201 16,678 251,738 ― 251,738 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

― 143 ― ― 143 (143) ― 

計 45,907 35,094 154,201 16,678 251,881 (143) 251,738 

  営業費用 45,801 34,039 152,274 18,695 250,810 1,035 251,846 

  営業利益又は営業損失 
  (△) 

105 1,054 1,927 △2,017 1,070 (1,178) △108 

(注) １ 事業区分は事業の内容によっております。 

 

２ 各事業の区分に属する主要な事業の内容 

 (1) ライフサイエンス事業 

・医療事業： 内視鏡・顕微鏡等の光学医用器具の販売及び症例単価払い

方式プログラム提供、整形外科用医療器具の製造・輸入及

び販売、欧米の技術を利用した治療用デバイス、医療情報

ソリューションサービスの提供 

   ・バイオ：                          ゲノム創薬支援事業の展開 

(2) ネットワーク＆テクノロジー事業 

・自動車アフターマーケット事業： 自動車アフターマーケット向け業務パッケージソフトウエア

の開発・販売等 

・ネットワークソリューション： システムインテグレーションサービス、ネットワークイン

フラシステム販売、セキュリティソリューションの提供等 

・ブロードバンドサービス： ＥＣ決済、ＣＲＭ等の各種インターネットサービスの提

供、ＣＡＴＶ事業等  

・半導体・電子デバイス関連販売： 半導体関連装置・電子機器の販売等 

 (3) モバイル事業 

・携帯電話販売事業： モバイル端末の販売等 

・モバイルソリューション・ 

コンテンツ： 

モバイルソリューション、モバイルコンテンツサービスの

提供等 
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 (4) ビジネスイノベーション事業 

・ＣＶＣ(コーポレート・ベンチャー・ 

キャピタル)事業： 

 

キャピタルゲイン獲得を目的に行うポートフォリオ投資 

・アウトソーシングサービス等の提供  

  
 

３ 会計処理の方法の変更 

           (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

     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)を

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て、当連結会計年度の営業利益が

ネットワーク＆テクノロジー事業で３百万円、モバイル事業で５百万円それぞれ減少しております。 

 

    ４ 「消去又は全社」に含まれた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

 

 
前連結 

会計年度 
(百万円) 

当連結 
会計年度 
(百万円) 

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた 
配賦不能営業費用の金額 

1,026 1,035 
当社企画本部・業務本部等、 
職能部門に係る費用 

 

５ 事業の種類別セグメントの売上高には以下の内容が計上されております。 
 

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) 

 

 

ライフ 

サイエンス事業 

(百万円) 

ネットワーク＆ 

テクノロジー事業 

(百万円) 

モバイル事業 

(百万円) 

ビジネス 
イノベーション事業 

(百万円) 

合計 
(百万円) 

(売上高)      

投資育成有価証券売
上高 

754 4,466 ― 393 5,614 

投資育成関係会社株
式売上高 

― 3,195 ― 13 3,208 

計 754 7,662 ― 406 8,823 

 
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) 

 

 

ライフ 

サイエンス事業 

(百万円) 

ネットワーク＆ 

テクノロジー事業 

(百万円) 

モバイル事業 

(百万円) 

ビジネス 
イノベーション事業 

(百万円) 

合計 

(百万円) 

(売上高)      

投資育成有価証券売
上高 

9 551 ― 84 644 

投資育成関係会社株
式売上高 

126 300 ― 30 456 

計 135 851 ― 114 1,100 

 

ＩＴＸ㈱（２７２５）平成21年３月期 決算短信

25



 

 

【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) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 

 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 

 

【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％未満のため、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％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（営業の実績） 

(1) 連結売上実績 

 

 
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) 前期比(％) 

投資育成株式売却による売上高 1,100 △87.5

機器販売・サービスによる売上高 250,637 △20.3

合計 251,738 △22.1

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 投資育成の状況 

当社は、ライフサイエンス事業、ネットワーク＆テクノロジー事業、モバイル事業、ビジネス

イノベーション事業の４事業分野において、投資育成を展開しておりますが、当該業務の収益源

は、投資育成有価証券及び投資育成関係会社株式の事業価値実現時の株式売却益(キャピタルゲイ

ン)となります。 

投資育成先には連結対象子会社も含まれることから、下記の「①投資育成有価証券及び投資育

成関係会社株式 ａ 事業の種類別残高」及び「②投資育成の実行状況」につきましては、当社単

体、ITX INTERNATIONAL EQUITY CORPORATION、ITXイノベーション１号投資事業組合及びITX－ネ

クストリーム1号投資事業有限責任組合の合算数値を記載しております。 

なお、ITX－ネクストリーム1号投資事業有限責任組合につきましては、第２四半期連結会計期

間末において当社の子会社から持分法適用関連会社となったため、「①投資育成有価証券及び投

資育成関係会社株式 a 事業の種類別残高」には数値を含めておりません。 

 

① 投資育成有価証券及び投資育成関係会社株式 

ａ 事業の種類別残高 

 当会計年度（平成21年３月31日現在） 

ライフ 
サイエンス事業 

(百万円) 

ネットワーク＆
テクノロジー事業

(百万円) 

モバイル 
事業 

(百万円) 

ビジネス 
イノベーション事業 

(百万円) 

合計 
   

(百万円) 

投資育成有価証券 
 866(866)  468(346) ―(―)  460(100) 1,795(1,313)

5社(4社) 10社(5社) ―(―) 19社(2社) 34社(11社)

投資育成関係会社
株式 

 3,652(235)  18,009(―)  0(―)  173(173) 21,835(409)

4社(1社) 5社(―) 1社(―) 4社(3社) 14社(4社)

合計 
 4,518(1,101)  18,478(346)  0(―) 634(273) 23,631(1,722)

9社(5社) 15社(5社) 1社(―) 23社(5社) 48社(15社)

 (注) １ ( )は内書で、ITX INTERNATIONAL EQUITY CORPORATION及びITXイノベーション１号投資

事業組合の残高であります。 

２ 投資育成関係会社株式には、投資育成関係会社社債が含まれております。 
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ｂ 事業の種類別投資育成有価証券売上高 

 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) 

 
ライフ 

サイエンス事業 
(百万円) 

ネットワーク＆
テクノロジー事業

(百万円) 

モバイル 
事業 

(百万円) 

ビジネス 
イノベーション事業 

(百万円) 

合計 
   

(百万円) 
投資育成有価証券
売上高 

9 
    (5社) 

551
(3社)

― 
(―)

84  
(7社) 

644
(15社)

投資育成関係会社
株式売上高 

126 
(3社) 

300
(1社)

― 
(―) 

30  
(2社) 

456
(6社)

合計 
   135 

    (8社) 
851

(4社)
― 

(―)
114  
(9社) 

1,100
(21社)

 

ｃ 事業価値実現方法別売上高 

 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) 

 
新規公開に伴う売却

(百万円) 
Ｍ＆Ａによる 

売却(注)(百万円)
その他 

(百万円) 
合計 

(百万円) 

投資育成株式売却による 
売上高 

― 
(―)

676 
(6社)

424 
(15社) 

1,100 
(21社)

(注) 「Ｍ＆Ａによる売却」とは、当社株式売却時の売却株数が、投資育成先の発行済株式総数の
15％以上となるもの、もしくは、株式売却時に、当社が持つ経営権、経営参画権(取締役の派
遣等)も同時に売却先へ移転する株式の売却を指します。 

 

② 投資育成の実行状況 

ａ 投資育成実行額 

 当会計年度(自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

 金額(百万円) 社数(社) 

ライフサイエンス事業 ―(―) ―(―)

ネットワーク＆ 
テクノロジー事業 

373(373) 3(3)

モバイル事業 ―(―) ―(―)

ビジネスイノベーション事業 340(―) 2(―)

合計 713(373) 5(3)

(注) ( )内は新規投資育成先への実行金額及び社数であります。 
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ｂ 新規投資育成実行先企業の概要(当会計年度 自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 

セグメント 名称 属性 
出資金額
(百万円)

出資比率
(％) 

本店所 
在地 

事業内容 

ネットワーク＆
テクノロジー 

Agito 
Networks, Inc. ① 191 (6.76)

米国 
カ リ フ ォ
ルニア州 

企業向けＦＭＣ（有線通信と移動体通信
の融合）用機器とソフトウエアの開発・
販売 

ネットワーク＆
テクノロジー 

AMIMON ,Inc. ①  155 (1.78)
米国 
カリフォ
ルニア州 

非圧縮高品位メディアの無線接続用チッ
プ開発 

ネットワーク＆
テクノロジー 

㈱アールスリー ① 27 12.47
福岡県 
福岡市 
博多区 

ソフトウエア開発受託、情報配信システ
ムの開発・販売 

（注）１ 属性は以下のとおりであります。 

①投資育成有価証券 

２ 出資比率の( )内は、ITX INTERNATIONAL EQUITY CORPORATION及びITXイノベーション１号

投資事業組合の出資比率の割合を外書きしております。 

ＩＴＸ㈱（２７２５）平成21年３月期 決算短信

29



(3) 機器販売・サービスの状況 

① 仕入実績 

当社グループは、投資育成及び機器販売・サービスを営んでおりますので、生産実績にかえ

て機器販売・サービスに係わる仕入実績を記載しております。 

当連結会計年度の機器販売・サービスに係わる仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示

すと、次のとおりであります。 

 

事業の種類別セグメントの名称 

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) 前期比(％) 

ライフサイエンス事業 37,517 △8.6 

ネットワーク＆テクノロジー事業 19,438 △26.8 

モバイル事業 130,256 △27.9 

ビジネスイノベーション事業 13,934 △2.2 

消去又は全社 ― ― 

合計 201,146 △23.3 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

     

② 販売実績 

当連結会計年度の機器販売・サービスに係わる販売実績を事業の種類別セグメントごとに示

すと、次のとおりであります。 

 

事業の種類別セグメントの名称 

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) 前期比(％) 

ライフサイエンス事業 45,772 △8.0 

ネットワーク＆テクノロジー事業 34,243 △20.1 

モバイル事業 154,201 △24.4 

ビジネスイノベーション事業 16,563 △7.1 

消去又は全社 △143 ― 

合計 250,637 △20.3 

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ 受注高と販売実績の差額は僅少なため、受注高の記載を省略しております。 
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 (１株当たり情報) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

１株当たり純資産額 55,655.89円 
 

１株当たり純資産額 47,547.58円 
 

１株当たり当期純利益 2,858.01円 
 

１株当たり当期純損失 6,219.78円 
 

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

2,833.22円 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜
在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記

載しておりません。 

 

 

１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。                

 
前連結会計年度末 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度末 

(平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額 39,080百万円  31,957百万円  

純資産の部の合計額から控除する金額 3,447百万円  1,515百万円  

（うち少数株主持分） (3,447百万円)  (1,515百万円)  

普通株式に係る期末の純資産額 35,633百万円  30,441百万円  

１株当たり純資産額の算定に用いられた

期末の普通株式の数 
640,240株  640,240株  

 

１株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後の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。 

 
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) 

連結損益計算書上の当期純利益又は当

期純損失（△） 
1,622百万円 △3,982百万円 

普通株式に係る当期純利益又は当期純
損失（△） 

1,622百万円 △3,982百万円 

普通株主に帰属しない金額 ― ― 

普通株式の期中平均株式数 567,699株 640,240株 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

の算定に用いられた当期純利益調整額
の主要な内訳 

連結子会社の発行する潜在株式調整

額 

 
 

△14百万円 

 

 
 

― 

 

当期純利益調整額 △14百万円 ― 

普通株式増加数 ― ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権２種類 

（新株予約権の数は4,470個） 

 

新株予約権２種類 

（新株予約権の数は3,730個） 
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(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) 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 

（合併） 

 当社は、平成20年12月16日開催の取締役会において、当社を存続会社、当社の子会社であるアイ・テ

イー・テレコム株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行うことを決議し、平成20年12月16日に

合併契約を締結いたしました。なお、本合併は、当社においては会社法第796条第３項に定める簡易合併

であり、アイ・ティー・テレコム株式会社においては会社法第784条第１項に定める略式合併であるため、

ともに合併契約承認株主総会を開催いたしません。その後、平成21年４月１日に本合併の効力が発生し

ました。 

  

(1) 結合当事企業の名称等 

1. 結合当事企業の名称 

  結合企業 ：アイ・ティー・エックス株式会社（当社） 

  被結合企業：アイ・ティー・テレコム株式会社（当社の連結子会社） 

2. 被結合企業の事業の内容 

  携帯電話等の販売及びブロードバンド等通信サービス販売業務  

3. 企業結合の法的形式 

  当社を存続会社とし、アイ・ティー・テレコム株式会社を消滅会社とする吸収合併 

4. 結合後企業の名称 

  アイ・ティー・エックス株式会社 

5. 取引の目的を含む取引の概要 

 当社グループ事業を取り巻く経済環境の変化に対応し、当社グループがこれまで様々な資産や資源、

ノウハウを培ってきた情報通信サービス機能を集約して経営資源の集中を図ることにより、①強固な事

業収益構造を築き、②事業開発機能および事業投資育成機能を活用して事業推進を加速させ、③間接業

務の充実および効率化等を図ることで、情報通信サービス事業を当社中核基盤事業としてより強化し、

連結グループ会社の事業推進を加速化させていくことを目的に合併するものであります。 

  

(2) 実施する会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号）に基づき、「共通支配下の取引等」の会計処理を適

用することとなります。したがって、この会計処理が連結財務諸表に与える影響はありません。 

 

（事業の種類別セグメントの変更） 

当社は、平成20年12月16日付で公表いたしました「経営構造改革」において、これまでの事業展開の

中で培ってきた経営資源を集中させることにより、グループ事業をさらに効率化させ、中核基盤事業を

より強化することを掲げ、最適なグループ資源の配置を検討し準備をしてまいりました。その結果とし

て、平成21年４月１日に経営基盤の強化として当社と主要な連結子会社でありましたアイ・ティー・テ

レコム㈱との合併を実行し、またグループ事業の効率化を図るためのイーグローバレッジ㈱と㈱ソリス

トの機能統合及び、NOC日本アウトソーシング㈱、㈱アトラクス、スリーエス・パートナーズ㈱の合併を

実行しました。 

この「経営構造改革」の推進を機に、個別の事業およびグループ会社を新たな事業セグメントにより

捉えなおすことが妥当であると判断しました。当社グループは平成21年4月１日から開始する連結会計年

度より、これまで培ってきたノウハウである「情報通信サービス」を基盤とし、携帯電話販売を中心と

する「テレコム事業」と、医療情報ヘルスケア分野、ネットワークソリューション分野等でサービスや

ソリューションを提供する「サービス＆ソリューション事業」の２事業セグメントに変更いたします。 

なお、当連結会計年度の事業の種類別セグメント情報を変更後の事業区分によって作成した場合、以

下のようになります。 
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 

 
テレコム 
事業 

(百万円) 

サービス＆ソ
リューション

事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 
(百万円) 

 売上高及び営業損益      

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高 

152,977 98,760 251,738 ― 251,738 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

6 2,699 2,705 (2,705) ― 

計 152,983 101,459 254,443 (2,705) 251,738 

  営業費用 150,346 103,026 253,372 1,526 251,846 

  営業利益又は営業損失 
  (△) 

2,637 △1,566 1,070 (1,178) △108 

(注) １ 事業区分は事業の内容によっております。 

 

２ 各事業の区分に属する主要な事業の内容 

(1) テレコム事業 

・移動体販売： 携帯電話端末の販売 

・固定回線通信販売： 固定回線通信サービスの販売 

・法人向けソリューション販売： 法人向けネットワークソリューションサービスの販売 

 (2) サービス＆ソリューション事業 

・医療ヘルスケア分野： 医療情報ソリューションサービスの提供等 

・ネットワークソリューション分野： パッケージソフトウエアの開発・販売等 

・その他分野： アウトソーシングサービス等の提供等 

 

３ 会計処理の方法の変更 

           (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

     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)を

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て、当連結会計年度の営業利益が

テレコム事業で５百万円、サービス＆ソリューション事業で３百万円それぞれ減少しております。 

 

    ４ 「消去又は全社」に含まれた金額及び主な内容は以下のとおりであります。 

 

 
当連結 

会計年度 
(百万円) 

主な内容 

消去又は全社の項目に含めた 
配賦不能営業費用の金額 

1,035 
当社企画本部・業務本部等、 
職能部門に係る費用 

 

５ 事業の種類別セグメントの売上高には以下の内容が計上されております。 
 

 
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) 

 

 
テレコム 
事業 

(百万円) 

サービス＆ソ
リューション

事業 
(百万円) 

合計 

(百万円) 

(売上高)    

投資育成有価証券売上高 ― 644 644 

投資育成関係会社株式売上高 ― 456 456 

計 ― 1,100 1,100 
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リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、
ストック・オプション等、企業結合等に関する注記については、決算短信における開示の重要性が大き
くないと考えられるため、開示を省略しております。これらの内容については、平成21年６月24日提出
予定の有価証券報告書をご参照ください。 
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５.個別財務諸表

（１）貸借対照表
(単位：百万円）

前事業年度 当事業年度
（平成20年３月31日） （平成21年３月31日）

9,101 12,275 

93 48 

20 21 

2,395 2,803 

303 283 

4,762 6,217 

89 74 

△38 △1,556 

16,727 20,167 

95 101 

△33 △39 

61 62 

63 54 

△48 △46 

14 7 

76 70 

123                      116                      

123 116 

2,293 767 

2,210 482 

56,645 42,739 

－                       20 

22,856 21,425 

3,375 508 

－                       2,087                    

14                       5                        

216 216 

－                       △99 

87,612 68,153 

87,812 68,339 

104,540 88,506 

　　前払費用

　　　ソフトウエア

　　　関係会社株式

　　　投資育成関係会社株式

　　　その他投資育成関係会社有価証券

　　その他

　　貸倒引当金

　　流動資産合計

　　短期貸付金

　　　建物

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金

　　売掛金

　固定資産

　　有形固定資産

　　未収入金

　　未収還付法人税等

　　　　減価償却累計額

　　　　建物（純額）　　　

　　　工具、器具及び備品

　　　投資育成有価証券

　　　長期貸付金

　　　その他

　　　貸倒引当金

　　　　減価償却累計額

　　　　工具、器具及び備品（純額）

　　　有形固定資産合計

　　無形固定資産

　　　関係会社社債

　　　無形固定資産合計

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券

　　　投資その他の資産合計

　　固定資産合計

　　　長期前払費用

　資産合計
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(単位：百万円）

前事業年度 当事業年度
（平成20年３月31日） （平成21年３月31日）

7 －                       

2,040 13,520 

386                      173 

188                      169 

22 3 

973                      972 

139 85 

3,756 14,924 

53,120 39,600 

21 －                       

182 142 

452 －                       

20 6 

53,796 39,748 

57,553 54,673 

25,443                   25,443 

10,964                   10,964 

7,049                    7,049 

18,014                   18,014                   

4,133                    △9,298 

4,133                    △9,298 

47,591                   34,159                   

△464 △240 

△139 △85 

△604 △326 

46,987                   33,833                   

104,540                  88,506                   

　　　資本準備金

　　　その他資本剰余金

　　　資本剰余金合計

　　　その他利益剰余金

　　　利益剰余金合計

　　未払金

　　未払費用

　　デリバティブ債務

負債の部

　流動負債

　　買掛金

　　１年内返済予定の長期借入金

　固定負債

　　長期借入金

　　繰延税金負債

　　退職給付引当金

　　債務保証損失引当金

　　未払法人税等

　　預り金

　　流動負債合計

　　その他

　　固定負債合計

　負債合計

純資産の部

　株主資本

　　資本金

　　資本剰余金

　　利益剰余金

　　株主資本合計

　評価・換算差額等

　純資産合計

負債純資産合計

　　その他有価証券評価差額金

　　繰延ヘッジ損益

　　評価・換算差額等合計

　　　　繰越利益剰余金

ＩＴＸ㈱（２７２５）平成21年３月期 決算短信

36



（２）損益計算書

(単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

    至 平成20年３月31日）     至 平成21年３月31日）

売上高

　投資育成有価証券売上高 8,017 1,061 

　商品売上高 598 246 

　売上高合計 8,615 1,307 

売上原価

　投資育成有価証券売上原価 6,454 4,354 

　商品期首たな卸高 － －

　当期商品仕入高 108 38 

　合計 108 38 

　商品期末たな卸高 － －

　商品売上原価 108 38 

　売上原価合計 6,562 4,392 

売上総利益又は売上総損失（△） 2,052 △3,085 

販売費及び一般管理費

　役員報酬 99 112 

　給与及び手当 457 450 

　賞与 107 102 

　退職給付費用 27 30 

　広告宣伝費 49 35 

　借地借家料 176 193 

　業務委託費 440 366 

　減価償却費 47 45 

　その他 326 293 

　販売費及び一般管理費合計 1,732 1,630 

営業利益又は営業損失（△） 319 △4,715 

営業外収益

　受取利息 213 204 

　受取配当金 1,623 916 

　投資有価証券売却益 147 24 

　為替差益 －                        149 

　その他 45 18 

　営業外収益合計 2,029 1,313 

営業外費用

　支払利息 997 925 

　投資有価証券運用損 204 －                        

　投資事業組合運用損 －                        2,655 

　貸倒引当金繰入額 －                        358 

　その他 287 33 

　営業外費用合計 1,489 3,972 

経常利益又は経常損失（△） 859 △7,375 

特別利益

　関係会社株式売却益 330 3,968 

　その他 －                        83 

　特別利益合計 330 4,052 

特別損失

　固定資産除売却損 5 0 

　投資有価証券評価損 388 476 

　投資有価証券売却損 －                        1,015                     

　関係会社株式評価損 －                        9,901                     

　その他 －                        6                         

　特別損失合計 394                       11,401                    

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） 795 △14,724 

法人税、住民税及び事業税 △1,555 △1,292 

当期純利益又は当期純損失（△） 2,350 △13,431 
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

    至 平成20年３月31日）     至 平成21年３月31日）

20,456 25,443 

4,987 －                        

4,987 －                        

25,443 25,443 

5,977 10,964 

4,987 －                        

4,987 －                        

10,964 10,964 

7,049 7,049 

7,049 7,049 

13,027 18,014 

4,987 －                        

4,987 －                        

18,014 18,014 

1,782 4,133 

2,350 △13,431 

2,350 △13,431 

4,133 △9,298 

1,782 4,133 

2,350 △13,431 

2,350 △13,431 

4,133 △9,298 

35,265 47,591 

9,975 －                        

2,350 △13,431 

12,325 △13,431 

47,591 34,159 

　　　　新株の発行

株主資本

　資本金

　　前期末残高

　　当期変動額

　　　新株の発行

　　　当期変動額合計

　　　　当期変動額合計

　　前期末残高

　　当期変動額

　利益剰余金合計

　　当期末残高

　　当期末残高

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高

　　　当期変動額

　　当期変動額

　　　新株の発行

　　　当期純利益又は当期純損失（△）

　　　当期変動額合計

　　　　　当期変動額合計

　　　　当期末残高

　株主資本合計

　　前期末残高

　　当期末残高

　　　　当期変動額合計

　　　当期末残高

　　その他資本剰余金

　　　前期末残高

　　　当期末残高

　　　　　当期純利益又は当期純損失（△）

　　資本剰余金合計

　　　前期末残高

　　　当期変動額

　　　　新株の発行

　　　当期末残高

　　　当期純利益又は当期純損失（△）

　　　当期変動額合計

　利益剰余金

　　その他利益剰余金

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高

　　　　当期変動額
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(単位：百万円）

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

    至 平成20年３月31日）     至 平成21年３月31日）

328 △464 

△793 224 

△793 224 

△464 △240 

△43 △139 

△96 53 

△96 53 

△139 △85 

284 △604 

△889 277 

△889 277 

△604 △326 

35,550 46,987 

9,975 －                        

2,350 △13,431 

△889 277 

11,436 △13,153 

46,987 33,833 

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　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）

　　　当期変動額合計

　　当期末残高

　繰延ヘッジ損益

　　前期末残高

　　当期変動額

　評価・換算差額等合計

　　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）

　　　当期変動額合計

　　当期末残高

純資産合計

　　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）

　　　当期変動額合計

　　当期末残高

　　当期末残高

　　　新株の発行

　　　当期純利益又は当期純損失（△）

　　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）

　　　当期変動額合計
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(4）継続企業の前提 

  該当事項はありません。 

 

 

６．その他 
 

(1）役員の異動 

内容が確定次第別途公表いたします。 

 

(2）その他 

特記すべき事項はありません。 
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