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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 48,999 △8.5 2,574 △36.0 2,674 △34.2 1,424 △22.3
21年3月期 53,537 △9.4 4,022 △18.8 4,062 △20.0 1,832 △35.2

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 ％ ％ ％

22年3月期 1,203.66 ― 4.8 6.8 5.3
21年3月期 1,548.28 ― 6.3 10.2 7.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △5百万円 21年3月期  20百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期 40,143 29,986 74.7 25,338.77
21年3月期 38,866 29,526 75.5 24,803.10

（参考） 自己資本   22年3月期  29,986百万円 21年3月期  29,352百万円

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

22年3月期 2,240 △844 △1,066 18,114
21年3月期 5,079 △2,371 △1,060 17,789

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 300.00 ― 500.00 800.00 946 51.7 3.3
22年3月期 ― 200.00 ― 300.00 500.00 591 41.5 2.0
23年3月期 

（予想）
― 200.00 ― 300.00 500.00 45.5

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

21,000 △4.4 50 △75.6 50 △79.5 △50 ― ―

通期 51,000 4.1 2,450 △4.8 2,500 △6.5 1,300 △8.7 1,098.50
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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、20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(4)重要な収益及び費用の計上基準」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 1,183,431株 21年3月期 1,183,431株
② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 46,360 △9.0 643 △73.0 1,124 △59.6 544 △51.7
21年3月期 50,973 △10.4 2,388 △32.8 2,782 △25.3 1,127 △46.8

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

22年3月期 460.05 ―
21年3月期 952.52 ―

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

22年3月期 38,726 26,590 68.7 22,468.88
21年3月期 37,405 26,832 71.7 22,673.17

（参考） 自己資本 22年3月期  26,590百万円 21年3月期  26,832百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、経済・事業環境の変動等にかかわる不確定要因により実際の業
績は、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は４ページ「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」の次期の見通しをご参照下さい。 
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(1）経営成績に関する分析 

① 平成22年３月期の経営成績 

 当期におけるわが国経済は、輸出や生産など一部では改善の動きが見られるものの、企業収益が回復するまでには

至らず、景気は厳しい状況が続きました。こうした中、企業の経費抑制は一層顕著となり、当社グループが属するIT

サービス業界においても顧客のIT設備投資に対する慎重な姿勢が見られました。      

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

「攻めに転ずる挑戦の年」として「事業競争力の向上と事業スピード加速」に向けた施策を着々と実行しました。と

りわけ「事業競争力の向上」には重点的に取り組み、クラウド・コンピューティング（※１）ビジネスの立ち上げ

や、新商材発掘、パートナーとの協業強化に取り組みました。 

  クラウド・コンピューティングビジネスにおいては、新たに取組を始めたエネルギーマネジメント（※２）分野、

ならびにCREマネジメント（※３）分野でのクラウドサービス展開において顧客獲得が実現しました。また、新たな

ターゲットへの参入を睨んでユニファイド・コミュニケーション（※４）に関わる商材を拡充しました。パートナー

との協業強化の取組では、当社が従来より強みを持つネットワーク構築分野での協業推進に取り組んでおり、具体的

な体制が確立しつつあります。 

  当連結会計年度は上記のような施策を講じ一定の成果を得てまいりましたが、景気低迷によるネットワーク機器販

売案件の減少が大きく影響し、売上高は489億99百万円（前年同期比8.5%減）となりました。利益面においては、諸

経費の削減や要員の稼働率向上等に取り組んでまいりましたが、減収の影響をカバーするには至らず、加えて価格競

争による低価格化の影響も重なり、営業利益は25億74百万円（同36.0%減）、経常利益は26億74百万円（同34.2%

減）、当期純利益は14億24百万円（同22.3%減）となりました。 

（※１）クラウド・コンピューティングとは、コンピュータ上で利用する様々なアプリケーションを、インターネット経由で提供する仕組

みのことです。ユーザーは設備を保有する必要がなく、サービスだけを利用することが可能です。 

（※２）エネルギーマネジメントとは、建物内で利用する電気やガスといったエネルギーの使用量を測定・分析し、機器、設備等の運転管

理を調節することでエネルギー消費の効率化やパフォーマンスの向上を図るシステムです。 

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

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

（※４）ユニファイド・コミュニケーションとは、あらゆるコミュニケーション手段、通信機器、メディアが統合され、場所を問わず誰と

でもコミュニケーションを図ることができるプロセスを意味します。ユニファイド・コミュニケーションの目的は、様々なプロセスを簡略

化することで業務を 適化し、従業員同士のコミュニケーションを促進するものです。  

 当連結会計年度における当社グループのビジネス区分別売上の内訳と概況については、以下の通りです。 

  

  

１．経営成績

区分 

 前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

前年同期 

増減率 

（％） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％） 

コンサルティング  2,878  5.4  1,527  3.1 △47.0 

システム構築  15,617  29.2  15,275  31.2 △2.2 

システム販売  12,508 23.3   8,769  17.9 △29.9 

運用・保守・サービス  22,533  42.1  23,428  47.8 4.0 

合計  53,537  100.0  48,999  100.0 △8.5 
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コンサルティング 

 新たなテーマとしてIT投資評価コンサルティング等による案件獲得に取り組みましたが、IT投資削減の影響に加

え、J-SOX法（金融商品取引法）に関連したコンサルティング案件がピークアウトとなったことにより、売上高は15

億27百万円（同47.0%減）となりました。 

システム構築 

 第２四半期に受注した大型ERP（※５）案件が順調に進捗し、また、ネットワーク構築案件においては案件が小型

となるも堅調に積みあがりました。しかしながら、コンタクトセンターシステム構築案件やその他のシステム構築案

件においては、案件の縮小や延期がみられたことから、売上高は152億75百万円（同2.2%減）となりました。 

システム販売 

 引き合い案件数の増加は見られたものの、案件時期の延期や見直しは依然として顕著であり、IT投資の本格回復に

は至っておりません。とりわけネットワーク機器販売においては、顧客の価格低減要求による競争激化に伴い、厳し

い状況が続きました。こうした状況を受け、売上高は87億69百万円（同29.9%減）となりました。 

運用・保守・サービス 

 データセンター案件は堅調に推移しました。また、顧客からの価格低減要求は見られるものの、既存保守契約更新

獲得取組に成果が見られたことで、売上高は234億28百万円（同4.0%増）となりました。 

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

します。 

② 次期の見通し 

 次期の経済環境につきましては、一部業種を中心に回復の兆しが見られますが、企業の設備投資動向は依然として

厳しい状況が続くと思われます。ITサービス業界におきましても、顧客システムの設備過剰感が解消するには至ら

ず、システム導入の見送りや、コスト抑制は続くと推測されます。 

 このような環境の中、当社グループは平成23年３月期より持続的な成長を目標とした新中期経営計画（平成23年３

月期～平成25年３月期）を掲げ、新たな取組へ注力してまいります。平成23年３月期は、中期経営計画達成に向けた

初年度として、“成長軌道に乗せる年”を基本方針とし取組を推進してまいります。この基本方針の実現に向け、こ

れまでのビジネススタイルや意識を見つめ直し、現状に満足することなく成長し続けるため変革すべきものは徹底的

に変革します。また、当社グループが成長を描くための足場固めに向けた施策に取り組みます。 

変革の第一歩としては、従来の機能別組織から、事業特性、及び強化策の立案・実行に適する事業単位に分けた

事業本部制を敷くことで、事業推進体制を明確化し、成長戦略の実現を促進してまいります。また、事業本部単位で

の採算管理を徹底することで、収益の確保とコストコントロールを強化します。 

成長戦略に向けた足場固めとしては、既存事業と新規事業の拡大に取り組みます。既存事業では、中小企業向け

ERPソリューションの立ち上げや、キャリアとの協業推進等により、既存マーケットに対して当社ソリューションの

提供範囲を拡大させます。 

新規事業においては、当社事業として立ち上がりはじめたエネルギーマネジメント分野とCREマネジメント分野の

クラウド・コンピューティングビジネスの早期収益化と、新たな立ち上げとして、コンタクトセンター機能のクラウ

ドサービス提供に取り組みます。これらの新規事業に対しては経営資源を重点的に投入してまいります。 

以上により、次期の連結業績見通しは次のとおりと致します。 

連結業績予想          （％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）

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

際の業績は、今後の様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

  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 21,000 △4.4 50 △75.6 50 △79.5 △50 -  -  - 

通  期 51,000 4.1 2,450 △4.8 2,500  △6.5  1,300 △8.7 1,098 50 
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(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は401億43百万円となり、前連結会計年度末に比べて12億77百万円増加しまし

た。  

 流動資産につきましては、仕掛品１億12百万円の減少等がありましたが、現金及び預金３億22百万円の増加、

受取手形及び売掛金17億25百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べて20億15百万円増加しました。  

 固定資産につきましては、投資有価証券１億７百万円の増加等がありましたが、有形固定資産６億63百万円の

減少、のれん１億１百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べて７億38百万円減少しました。  

 流動負債につきましては、未払金３億98百万円の減少、前受金５億38百万円の減少等がありましたが、支払手

形及び買掛金７億27百万円の増加、未払法人税等５億80百万円の増加、賞与引当金５億74百万円の増加等によ

り、前連結会計年度末に比べて８億65百万円増加しました。  

固定負債につきましては、長期未払金65百万円の減少等により、前連結会計年度末に比べて48百万円減少しま

した。  

 純資産につきましては、子会社の自己株式取得による少数株主持分１億73百万円の減少等がありましたが、利

益剰余金５億96百万円の増加等により、前連結会計年度末に比べて４億60百万円増加しました。  

② キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは22億40百万円の収入（前年同期比55.9％減）となりました。これは主

に、売上債権の増加額22億62百万円、法人税等の支払額７億12百万円等がありましたが、税金等調整前当期純利

益26億63百万円、減価償却費13億76百万円、仕入債務の増加額７億83百万円等があったことによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは８億44百万円の支出（同64.4％減）となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出３億88百万円、無形固定資産の取得による支出４億９百万円等があったことによるもの

です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、10億66百万円の支出（同0.6％増）となりました。これは配当金の支払

額８億31百万円、子会社の自己株式取得による支出２億35百万円があったことによるものです。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１） 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

（注３） キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを使用しております。 

（注４） 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いにつきましては、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。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  
第15期 

平成18年３月期 
第16期 

平成19年３月期
第17期 

平成20年３月期
第18期 

平成21年３月期 
第19期 

平成22年３月期

自己資本比率（％）  57.3  58.1  69.5  75.5  74.7

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 166.1  79.4  51.5  36.3  47.3

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率（年） 
 1.0  4.3 ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 
 2,533.8  1,275.4  72,909.5  777,666.1 ― 
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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、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと認識し、企業競争力及び企業価値の維持・向上

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

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

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

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

  

 当期は期初計画未達の結果となりましたが、株主の皆様への安定配当に鑑み、期初発表のとおり１株当たり500円

の配当（中間配当200円、期末配当300円）といたしました。 

 次期の配当金につきましては、当社の配当性向及び安定配当の維持等を総合的に勘案し、１株当たり年間で500円

（中間配当200円、期末配当300円）を予定しております。 

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業展開その他に関してリスク要因となる可能性がある主な事項を記載しております。また、必ず

しもリスク要因に該当しない場合につきましても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、

投資家に対する積極的な情報開示の観点から以下に開示しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生

の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。また、文中においては将来

に関する事項が含まれておりますが、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。  

① 市場環境に関して 

 当社グループの事業は、その業容上、企業・官公庁によるIT投資動向に一定の影響を受けます。当社グループ

は、市場の動向を先んじて捉えるべく調査機能を強化し、その対応策を常に講じておりますが、市場におけるIT

投資意欲が減退し、当社グループが見込む市場動向と実際の市場成長に著しい乖離が生じた場合、当社グループ

の売上高、及び利益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

② 親会社に関して 

 当社の親会社は三井物産㈱であり、当社は同社の「情報産業本部」を主管部門としています。同社は当社グル

ープの重要顧客の１社でもあり、当社グループの売上高に占める同社に対する売上高の割合は約２割であるた

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

③ 他社との競合に関して 

 当社グループでは、市場動向を先んじて捉え 先端の技術・製品・サービスの開拓、取扱いに努めております

が、競合他社が当社グループに先駆けて新製品・技術等を市場に投入した場合や、競合他社とのサービス・価格

競争が激化した場合は、事業に悪影響を及ぼす可能性があります。なお、当社の大株主が形成する企業グループ

において当社グループと同種の事業を行う会社があり、市場において競合する可能性があります。 

④ システム開発プロジェクトにおける管理、及び品質に関して 

 当社グループでは、ISO9001認証に基づく品質マネジメントシステムを構築し、システム開発プロジェクトの

目標として、顧客要求事項及び適用される法令・規制要求事項を満たした製品を納期までに提供し、顧客満足の

向上を目指しています。この目標に対するリスクとして、「顧客の要求仕様確定の遅れ」、「当社の顧客要求仕

様に対する誤解」、「顧客と合意した納期・品質の未達成」があります。 

 当社グループでは、「顧客の要求仕様確定の遅れ」を防止するために、要求仕様確定作業の手順化とスケジュ

ールの厳守を行っています。 

 「当社の顧客要求仕様に対する誤解」を防止するためには、ユーザーの要求内容・範囲の整理と文書化に基づ

く顧客確認を繰り返し行い、「システム要件確認書」を取りまとめております。また、その作業やシステム要件

確認書が妥当であるかの評価について、社内の「プロジェクト監理委員会」による第三者評価体制を構築し、問

題の指摘や対策指示を行い、当該リスクの回避を実施しております。また、プロジェクトプロセスの節目毎に顧

客との共同レビューを実施し、顧客との認識の不一致を回避するよう努めています。 

 「顧客と合意した納期・品質の未達成」を防止するためには、プロジェクトの節目毎に「レビュー」と「設計

検証」を行い、進捗と課題を把握し、納期の厳守と品質の達成に努力しています。 

 また、プロジェクト監理委員会やリスクマネジメント本部等、プロジェクト外の第三者による「プロジェクト

モニタリング」を実施し、定期的なリスク管理を行うことで、遅延や問題の発生を客観的かつ早期に捉え、全社

的なリスク回避を行っております。 

 しかしながら、このような対策を講じているにもかかわらず、予測しない事態の発生により、個別プロジェク

トの採算を悪化させる可能性があり、大規模な場合には業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑤ 取扱製品に関して 

 当社グループでは、幅広い顧客ニーズに常に対応できるよう、 先端技術の製品開拓・調達を行い、また、マ

ルチベンダとして複数の仕入れ先を常時確保しサービスの付加価値向上に努めております。しかしながら、急速

に変化・多様化する市場環境如何により次のようなリスクを伴う可能性があります。 

a．技術 

 ITサービス業界、とりわけ通信ネットワーク市場における技術の進化が著しいことは、同時に当社グループ

が取り扱う製品の陳腐化が起こり得ることも予想されます。当社グループでは 新の技術動向を注視し、日夜

その開拓・取扱いに努めておりますが、市場における全ての有力な技術に対応しきれない可能性は排除でき

ず、結果として事業に悪影響を及ぼす可能性があります。 

b．在庫 

 当社グループでは、顧客ニーズへの迅速な対応、販売機会の 大化を目的に一部製品に関して在庫を保有し

ておりますが、顧客の事情、市場環境の変化等により在庫の市場価値が下落し、事業に悪影響を及ぼす可能性

があります。当社グループでは、社内基準に即し受注と保有在庫のバランスを管理し、リスクの 小化に努め

ると共に、一定期間毎に在庫の廃棄等を行う対策を講じております。 

⑥ 為替相場の変動による業績への影響に関して 

 当社グループの取扱製品の仕入れにおいては、米ドル決済の割合が高く、為替相場の変動により仕入価格に変

動が生じ利益率の低下を招く可能性があります。ただし、当社グループはこのような為替リスクを回避するため

に、先物予約を行っており、外貨仕入額のほぼ全額を外国為替予約にて決済しております。 

⑦ ９月及び３月への売上集中について 

 当社グループ顧客の予算執行及び検収時期の関係で、売上高が毎年９月及び３月に集中する傾向にあります。

当社グループの四半期ごとの売上高はこれら時期的な要因によって差異が生じる可能性があります。 

⑧ ストックオプション制度に関して 

 当社では、業績向上に対する貢献意欲や志気を高めることを目的として、当社の常勤取締役、執行役員及び従

業員並びに当社子会社の常勤取締役及び従業員に対してストックオプション制度を採用しております。これらの

権利が行使されると、当社の株式価値は希薄化いたします。 

⑨ 個人情報等情報漏洩の影響に関して 

 当社グループは事業活動を通じ、情報システムの開発・提供にあたり、多くの顧客の秘密情報、顧客が保有す

る個人情報に接する機会を有しております。そのため、情報資産の管理はITサービス業界に身をおく当社グルー

プの 重要課題と認識しており、情報セキュリティ基本方針を定め、ISO/IEC27001の規格要求事項に準拠した情

報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の構築・実施・推進を行い、情報資産の管理及び従業員のモラル

向上等を実施することで情報漏洩のリスク回避を図っております。しかしながら、万一、当社グループから重要

情報が流出するような事態が生じた場合には、社会的信用の失墜により、経営成績及び事業の継続に重大な影響

を与える可能性があります。 

⑩ 大規模災害や停電等の影響に関して 

 当社グループでは、顧客のシステム運用・保守を主要業務の一つとしています。特に当社グループが運営する

データセンター事業では、24時間・365日の運用を基本としております。当社は、情報セキュリティ管理の

ISO/IEC27001認証を取得し、規格の要求事項である「事業継続計画」を策定しており、大規模災害時にはこの計

画に基づき事業の再開を行うため、自家発電装置等の設備面や重要情報資産のバックアップ等の運用面の体制整

備を実施し、リスク回避を行っております。しかしながら、想定した水準をはるかに超えた大規模な災害が発生

した場合は、甚大な被害を受ける可能性があり、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

⑪ 人材の確保・育成に関して 

 当社グループの事業活動は人材に大きく依存しており、各分野において優秀な人材を確保・育成することに注

力しています。こうした人材の確保・育成が想定通りに進まない場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。 

⑫ コンプライアンスに関して 

 当社グループは、総合的なリスク管理の強化が社会的に要求されていることを受け、グループ全体でコンプラ

イアンスの周知徹底を図り、適切な内部統制システムを整備し、継続的にコンプライアンス体制の強化に取り組

んでいます。しかしながら、コンプライアンス上のリスクを完全に回避できない可能性があり、法令等に抵触す

る事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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 近の有価証券報告書（平成21年６月20日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」か

ら重要な変更がないため開示を省略しています。 

(1）会社の経営の基本方針 

 今日、ICT（※６）は企業活動を行う上でのライフラインであるのみならず、企業や産業の変革・成長を支える役

割をも担っており、企業における経営戦略の一部となっています。当社グループは、顧客企業の経営戦略・業務基盤

をICTで総合的に支える「ICTトータルマネジメントパートナー」として、顧客企業と共に成長を続けながら企業価値

の 大化を図り、全てのステークホルダーから深い信頼を得られる企業集団として成長することを目指しています。

  

＜目指す姿＞ 

 顧客企業の経営戦略・業務基盤をICTで総合的に支える「ICTトータルマネジメントパートナー」となる。 

  

＜経営理念＞ 

Mission（企業の存在目的）： 

 情報コミュニケーションを支える価値創造企業として、情報社会の発展へ積極的に貢献します。 

Vision（企業の将来像）： 

 新たな領域への探求と独創性の追求を通して、すべてのステークホルダーと共に成長します。 

Values（企業の価値観・約束事項）： 

 社会の信頼に応える企業として法令や規則を遵守し、責任を持って行動します。 

 先端の技術と経験より培った英知を集結して、新たな価値を創造し続けます。 

  

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

トワーク通信による情報共有を意識している点です。 

  

  

(2）目標とする経営指標 

 平成23年３月期からの３年間を実行期間とする中期経営計画においては、当社グループの持続的な成長を実現する

ことを目標としており、「量」を高めた上での「質」を重視した経営を追求してまいります。この観点から、売上高

と営業利益を重要な経営指標とし、当社グループの持続的な成長を目指します。 

 平成23年３月期におきましては、連結売上高510億円、連結営業利益24億50百万円の確保を目標として掲げ、その

達成を目指します。 

  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 ITサービス業界を取り巻く環境は厳しさが増している上、業界構造や顧客ニーズの変化、技術革新のスピードは目

まぐるしく、当社グループは変化の激しい経営環境に置かれています。このような中、当社グループは中長期に亘り

持続的な成長を遂げることを目指しています。平成23年３月期を初年度とする３カ年の中期経営計画期間においては

従来のビジネススタイルを見直し、徹底的な自己変革を図ることで成長軌道の道筋を確立してまいります。 

  

  

(4）会社の対処すべき課題 

中期経営計画での目標である成長軌道の確立を実現するために、まず、これまでの機能別組織を事業本部制へ移

行し、収益力・競争力強化に向けて体制を変革しました。これに合わせ、事業セグメントを以下のとおりに定めま

す。 

  

ビジネスソリューション事業： 

 アプリケーションの開発・導入から保守運用、またそれらに関連する業務・領域 

プラットフォームソリューション事業： 

 ネットワーク機器、ボイス機器等をはじめとするインフラ機器の販売から施工、保守、またそれらに関連する 

 業務・領域 

サービス事業： 

 データセンター基盤を利用したサービス事業の企画、推進。新規事業の企画、推進。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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事業本部制への移行により、事業推進・事業責任の明確化を図り成長戦略の実効性を高めると共に、事業別の採

算管理を徹底しコストコントロール力を高めてまいります。 

さらに、次の重点方針に取り組み、成長軌道の確立を目指します。 

  

● 既存事業の強化徹底による全社成長の実現 

ビジネスソリューション事業では、重点顧客への戦略的な営業展開と、運用監視サービスの拡充、ERPソリューシ

ョンの強化を主軸に成長基盤を築いてまいります。また、パートナー戦略の拡充により、ビジネス機会創出や不足機

能補完、オフショア開発による価格競争力強化を目指します。更にはコンサルティング部門と連携を図りながら、

IFRS(※７)導入支援やIT投資評価に関するコンサルティング案件等の新たなビジネスチャンスにも取り組んでまいり

ます。 

 プラットフォームソリューション事業では、既顧客深耕を図りながら中堅・中小企業市場の開拓を進め、顧客基盤

拡大を図ります。また、保守・運用サービスの強化と、サーバ・ストレージ領域の強化、IPv6（※８）への取組強化

を主軸に、提供ソリューションの拡大を目指します。 

  

● 新規サービスモデルの早期収益化・継続拡大 

サービス事業では、既存ソリューションのクラウドサービス型提供の推進ならびに早期収益化と、運用監視サー

ビスやマネージドサービスの提供等によるデータセンター事業の拡大を目指します。また、既存事業にはない新しい

事業の企画・推進により、新たな収益基盤の構築を目指します。 

  

● 成長を支える業務基盤の強化 

グループ総合力を 大限に発揮するため、業務見直しに取り組んでまいります。各コーポレート部門における企

画機能強化、シェアードサービス（※９）活用も視野に入れた運営機能の集約と効率化、次代を担う中核人材の質

的・量的拡充等に取り組み、業務基盤の 適化と強化を図ります。 

  

（※７）IFRS（国際財務報告基準）とは、国際会計基準審議会（IASB）が設定する会計基準の総称です。特定の国の基準によらない、世界

的な共通の会計基準として設定・公表されており、会計基準の世界標準になりつつあります。 

（※８）IPv6とは、現在利用されているインターネットプロトコルIPv4アドレスの枯渇を懸念し、IPv4をベースに、管理できるアドレス空

間の増大、セキュリティ機能の追加、優先度に応じたデータの送信等の改良を施した次世代インターネットプロトコルです。 

（※９）シェアードサービスとは、複数の組織で共通的に実施されている業務を個々の組織から切り離し、１ヵ所に集約させ、経営の効率

化を目指す経営手法のひとつです。 

  

＜情報セキュリティ管理に関し当社グループが対処すべき課題＞ 

 2010年３月に発生しました、お客様からお預かりした個人情報が含まれたノートパソコンの紛失につきましては、

お客様をはじめ、関係各位に多大なご迷惑、ご心配をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。  

 当社グループでは、従来より情報セキュリティの確保及び個人情報保護を重要経営課題と位置づけ、情報管理体制

の維持・運用と、グループの全従業員に対する教育・指導を行っておりましたが、今回の事態の発生を重く受け止

め、グループ全体の管理体制の見直し・改善と、全従業員に対する教育・指導の再徹底を行い、再発防止に努めてお

ります。また、本件の対策として設置した、社外弁護士を委員長とする「情報セキュリティ調査・改善委員会」より

今後の再発防止策の検討・実施について提案を受け、速やかに実行しております。  

  現在当社は、お客様の信頼回復に全社一丸となって取り組んでおります。お客様情報を取り扱う企業として、情報

の取り扱いの徹底を経営の 重要課題として改めて認識し、情報管理・コンプライアンスの徹底と、情報セキュリテ

ィ体制の強化徹底を図ることで、二度とこのような事故を起こさぬよう努めてまいります。 

 なお、現時点におきましては、本件による業績への重大な影響はございません。今後の費用の発生につきまして

も、現時点では合理的に見積もることは困難であります。 

  

  

 ※平成22年５月７日現在において４．連結財務諸表以降に関しての監査報告書を受領しておりません。 
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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 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,291 10,614

受取手形及び売掛金 8,095 9,820

有価証券 7,498 7,500

商品及び製品 238 262

仕掛品 883 771

繰延税金資産 554 719

前払費用 － 1,093

その他 1,289 78

貸倒引当金 △9 △2

流動資産合計 28,841 30,857

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,318 5,392

減価償却累計額 △2,180 △2,642

建物及び構築物（純額） 3,137 2,749

工具、器具及び備品 5,815 5,911

減価償却累計額 △3,944 △4,314

工具、器具及び備品（純額） 1,871 1,596

土地 1,553 1,553

その他 1 1

減価償却累計額 △0 △0

その他（純額） 1 0

有形固定資産合計 6,563 5,899

無形固定資産   

のれん 225 124

その他 930 1,020

無形固定資産合計 1,155 1,145

投資その他の資産   

投資有価証券 235 342

繰延税金資産 175 81

差入保証金 1,532 1,531

その他 458 301

貸倒引当金 △97 △16

投資その他の資産合計 2,305 2,240

固定資産合計 10,024 9,285

資産合計 38,866 40,143
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,155 3,883

未払金 1,182 783

未払法人税等 494 1,074

前受金 2,768 2,229

賞与引当金 674 1,249

役員賞与引当金 58 39

製品保証引当金 1 －

その他 732 673

流動負債合計 9,067 9,933

固定負債   

長期未払金 114 48

負ののれん 148 138

その他 9 35

固定負債合計 271 223

負債合計 9,339 10,156

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,113 4,113

資本剰余金 14,470 14,470

利益剰余金 10,825 11,422

株主資本合計 29,410 30,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △49 △18

繰延ヘッジ損益 2 13

為替換算調整勘定 △10 △14

評価・換算差額等合計 △57 △19

少数株主持分 173 －

純資産合計 29,526 29,986

負債純資産合計 38,866 40,143
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 53,537 48,999

売上原価 37,752 34,760

売上総利益 15,785 14,239

販売費及び一般管理費 ※1  11,763 ※1  11,664

営業利益 4,022 2,574

営業外収益   

受取利息 68 33

受取配当金 5 5

保険配当金 16 43

為替差益 39 －

受取補償金 － 15

負ののれん償却額 9 9

持分法による投資利益 20 －

その他 47 26

営業外収益合計 207 133

営業外費用   

支払利息 0 －

為替差損 － 19

貸倒引当金繰入額 15 －

賃貸費用 151 －

持分法による投資損失 － 5

保険解約損 － 6

その他 0 0

営業外費用合計 166 32

経常利益 4,062 2,674

特別利益   

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 3 －

貸倒引当金戻入額 3 14

特別利益合計 7 15

特別損失   

たな卸資産評価損 86 －

たな卸資産廃棄損 2 －

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 380 22

投資有価証券評価損 8 －

出資金評価損 － 2

人事制度移行損失 ※2  206 －

減損損失 － 2

その他 3 －

特別損失合計 687 27

税金等調整前当期純利益 3,381 2,663

法人税、住民税及び事業税 1,050 1,293

法人税等調整額 463 △99

法人税等合計 1,513 1,193

少数株主利益 35 44

当期純利益 1,832 1,424
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,113 4,113

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,113 4,113

資本剰余金   

前期末残高 16,730 14,470

当期変動額   

自己株式の消却 △2,259 －

当期変動額合計 △2,259 －

当期末残高 14,470 14,470

利益剰余金   

前期末残高 10,058 10,825

当期変動額   

剰余金の配当 △1,065 △828

当期純利益 1,832 1,424

当期変動額合計 767 596

当期末残高 10,825 11,422

自己株式   

前期末残高 △2,259 －

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

自己株式の消却 2,259 －

当期変動額合計 2,259 －

当期末残高 － －

株主資本合計   

前期末残高 28,643 29,410

当期変動額   

剰余金の配当 △1,065 △828

当期純利益 1,832 1,424

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 767 596

当期末残高 29,410 30,006

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 △49

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48 30

当期変動額合計 △48 30

当期末残高 △49 △18

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △15 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 11

当期変動額合計 17 11

当期末残高 2 13
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △9 △10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △4

当期変動額合計 △0 △4

当期末残高 △10 △14

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △26 △57

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31 37

当期変動額合計 △31 37

当期末残高 △57 △19

少数株主持分   

前期末残高 138 173

当期変動額   

子会社の自己株式の取得 － △218

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35 44

当期変動額合計 35 △173

当期末残高 173 －

純資産合計   

前期末残高 28,755 29,526

当期変動額   

剰余金の配当 △1,065 △828

当期純利益 1,832 1,424

自己株式の取得 △0 －

子会社の自己株式の取得 － △218

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 82

当期変動額合計 771 460

当期末残高 29,526 29,986

三井情報㈱　（2665）　平成22年３月期　決算短信

14



（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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 3,381 2,663

減価償却費 1,383 1,376

減損損失 － 2

のれん償却額 200 117

負ののれん償却額 △9 △9

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △87

賞与引当金の増減額（△は減少） △356 574

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35 △19

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） △63 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） － △1

受取利息及び受取配当金 △73 △38

支払利息 0 －

持分法による投資損益（△は益） △20 5

固定資産売却損益（△は益） △0 △0

固定資産除却損 380 －

投資有価証券売却損益（△は益） △3 －

投資有価証券評価損益（△は益） 8 －

たな卸資産廃棄損 2 －

たな卸資産評価損 86 －

人事制度移行損失 206 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,513 △2,262

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,463 88

仕入債務の増減額（△は減少） △1,827 783

未払消費税等の増減額（△は減少） △68 3

差入保証金の増減額（△は増加） △668 －

その他 △571 △284

小計 6,917 2,912

利息及び配当金の受取額 72 40

利息の支払額 △0 －

法人税等の支払額 △1,909 △712

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,079 2,240

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 △1,673 △388

無形固定資産の取得による支出 △632 △409

無形固定資産の売却による収入 15 －

投資有価証券の取得による支出 △21 △65

投資有価証券の売却による収入 28 －

営業譲受による支出 △87 －

長期貸付金の回収による収入 3 0

その他 △4 19

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,371 △844
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 －

子会社の自己株式の取得による支出 － △235

配当金の支払額 △1,060 △831

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,060 △1,066

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,647 324

現金及び現金同等物の期首残高 16,142 17,789

現金及び現金同等物の期末残高 17,789 18,114
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 該当事項はありません。   

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社数 ３社 

連結子会社名 

MKIテクノロジーズ㈱ 

MKIネットワーク・ソリューションズ㈱ 

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

連結子会社数 ３社 

連結子会社名 

MKIテクノロジーズ㈱ 

MKIネットワーク・ソリューションズ㈱ 

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

なお、MKIネットワーク・ソリューショ

ンズ㈱は、平成22年３月30日付けで当社以

外の持分を自己株式として取得したことに

より、同社に対する議決権の所有割合は

100％となっております。 

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用の関連会社数 ２社 

会社名 

㈱クレディスト 

㈱メビウス 

持分法適用の関連会社数 ２社 

会社名 

㈱クレディスト 

㈱メビウス 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 すべての連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ②デリバティブ 

 時価法 

②デリバティブ 

同左 

  ③たな卸資産 

（1）商品 

移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下による簿価切下げの

方法により算定） 

③たな卸資産 

（1）商品 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  （2）仕掛品 

個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下による簿価切下げの方法

により算定） 

（2）仕掛品 

同左 

   （会計方針の変更） 

たな卸資産の評価基準及び評価方法

は、従来、原価法によっておりました

が、当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分）が適用

されたことに伴い、原価法によるも、収

益性が低下しているたな卸資産について

は、簿価を切下げる方法により算定して

おります。これにより、当連結会計年度

の営業利益及び経常利益は、それぞれ33

百万円減少しております。 

また、たな卸資産期首残高に係る評価

損79百万円を当連結会計年度において特

別損失に計上した結果、当連結会計年度

の税金等調整前当期純利益は112百万円

減少しております。  

────── 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

 定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につい

ては定額法、在外連結子会社は定額法 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。  

  建物及び構築物 ８年～36年 

  工具、器具及び備品 ４年～15年 

①有形固定資産 

同左 

  ②無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用ソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法、市場販売目的ソ

フトウェアについては、見込販売収益

に基づく償却額又は当該ソフトウェア

の残存有効期間（３年）に基づく定額

法償却額のいずれか大きい額を計上す

る方法によっております。 

 また、のれんについては、３年から

５年間の期間で均等償却しておりま

す。 

②無形固定資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

①貸倒引当金 

同左 

  ②賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備える

ため、将来の支給見込額のうち当連結

会計年度の負担額を計上しておりま

す。 

②賞与引当金 

同左 

  ③役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち当連結会

計年度の負担額を計上しております。 

③役員賞与引当金 

同左 

  ④製品保証引当金 

 ソフトウェアの請負開発契約におい

て、保証期間中の瑕疵担保等の費用支

出に備えるため、過去の実績に基づい

て算出した発生見込額を計上しており

ます。 

────── 

  ⑤受注損失引当金       

受注案件に係る将来の損失に備える

ため、受注済案件のうち当連結会計年

度末において将来の損失が見込まれ、

かつ、当該損失額を合理的に見積るこ

とが可能なものについては、翌連結会

計年度以降に発生が見込まれる損失を

引当計上しております。 

なお、当連結会計年度末においては

該当がないため計上しておりません。  

⑤受注損失引当金       

同左 

(4）重要な収益及び費用の

計上基準  

────── システム受託開発に係る売上及び原価の

計上基準 

イ 当連結会計年度末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められるもの 

工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法） 

ロ その他のもの 

工事完成基準 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ────── （会計方針の変更） 

システム受託開発に係る収益の計上基

準については、従来、工事完成基準を適

用していましたが、「工事契約に関する

会計基準」（企業会計基準第15号 平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第18号 平成19年12月27日）を当連結

会計年度より適用し、当連結会計年度に

締結したシステム開発契約から、当連結

会計年度末までの進捗部分について成果

の確実性が認められるシステム受託開発

については工事進行基準（工事の進捗率

の見積りは原価比例法）を適用しており

ます。 

これにより、売上高は122百万円増加

し、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33百万円増加

しております。 

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準  

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外子会社等の資産及び負債は、連

結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定に含めて計上

しております。  

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

 ただし、為替予約について振当処理

の要件を満たしている場合には、振当

処理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

 為替予約取引、通貨オプション取

引、通貨スワップ取引、外貨建有価証

券及び外貨建定期預金を手段としてお

ります。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同左 

  ・ヘッジ対象 

 外貨建金銭債務及び外貨建購入予定

取引を対象としております。 

・ヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 外貨建輸入取引に係る将来の外国為

替相場変動リスクをヘッジするため

に、社内規程に基づき、過去の取引事

例を勘案し、現状の取引に対応して行

っております。 

③ ヘッジ方針 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の相場変動額とヘッジ対

象の相場変動額を比較すること等によ

って、ヘッジの有効性を確認しており

ます。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 全面時価評価法によっております。 同左 

６．負ののれんの償却に関す

る事項 

 負ののれんの償却については、20年間

で均等償却しております。  

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準）  

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５

年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３

月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年

１月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））を適用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を

適用しております。 

この変更による損益への影響はありません。 

────── 

（「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い」の適用） 

当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外子

会社の会計処理に関する当面の取り扱い」（実務対応報告

第18号）を適用しております。 

なお、この変更による損益への影響はありません。   

  ────── 

追加情報

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（技術者の営業支援活動関連費用の計上区分の変更） 

システム構築区分の案件における、技術者の営業支援

活動に関連して発生する人件費及び諸経費につきまして

は、従来売上原価に計上しておりましたが、当期首に行

った改組により技術者を一部門に集約したことから、他

のビジネス区分との統一を図るべく、当連結会計年度よ

り当該費用を販売費に計上することといたしました。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて当連結会

計年度の売上原価は569百万円減少し、売上総利益と販売

費及び一般管理費は同額増加しておりますが、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響

はありません。  

────── 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日

内閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」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2,138百万円、1,536百万円であり

ます。 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度まで流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「前払費用」は、当連結会計年度

において、表示上の明瞭性を高める観点から区分掲記

しております。 

なお、前連結会計年度の流動資産の「その他」に含

まれる「前払費用」は、1,083百万円であります。 

２．前連結会計年度までは、システムビジネスに関する

保守契約に基づき前払いをしている費用のみ「前払費

用」（流動資産の「その他」）及び「長期前払費用」

（投資その他の資産の「その他」）として計上してお

りましたが、当連結会計年度よりビジネス区分の変更

を行ったことに伴い全ビジネス区分で表示を統一する

こととしました。その結果、その他のビジネス区分に

おいて、保守契約に基づき前払いしている費用を「た

な卸資産」から「前払費用」（流動資産の「その

他」）及び「長期前払費用」（投資その他の資産の

「その他」）に変更いたしました。なお、前連結会計

年度の「たな卸資産」に含まれる「前払費用」は866

百万円であります。 

また、この変更にあわせ、従来連結キャッシュ・フ

ロー計算書の「たな卸資産の増減額（△は増加）」に

含めて表示していた前払費用及び長期前払費用の増減

については、営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しております。 

────── 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

「未収入金の増減額（△は増加）」は、前連結会計

年度までは営業活動によるキャッシュ・フローに区分

掲記しておりましたが、当連結会計年度において金額

の重要性が乏しいため、当連結会計年度より営業活動

によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示

しております。 

なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含まれている「未収入金の

増減額（△は増加）」は208百万円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産除

却損」及び「差入保証金の増減額（△は増加）」並び

に投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証

券の売却による収入」は、前連結会計年度までは区分

掲記しておりましたが、当連結会計年度において金額

の重要性が乏しいため、当連結会計年度より営業活動

によるキャッシュ・フローの「その他」及び投資活動

によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示

しております。  

なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含まれている「固定資産除

却損」は22百万円、「差入保証金の増減額（△は増

加）」は０百万円、投資活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含まれている「投資有価証券の売却

による収入」は０百万円であります。  
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連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、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、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短

信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

 なお、当該注記事項に関しては、平成22年６月18日提出予定の有価証券報告書に記載いたしますので、『金融商品 

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

ます。 

  

連結財務諸表に関する注記事項

（開示の省略）

（連結損益計算書）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

  

役員報酬 百万円387

給与手当  3,794

賞与引当金繰入額  158

賞与   912

役員賞与引当金繰入額  58

退職給付費用  233

法定福利費  674

業務委託費  918

通信費  525

賃借料  1,052

減価償却費  1,083

前連結会計年度までは販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額を開示しておりませんでしたが、

より詳細な開示情報を提供するため、当連結会計年度

より販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

を表示しております。 

なお、前連結会計年度における販売費及び一般管理

費のうち主要な費目及び金額は左記のとおりでありま

す。 

役員報酬 百万円332

給料手当  4,242

賞与引当金繰入額  586

賞与   552

役員賞与引当金繰入額  39

退職給付費用  269

法定福利費  740

業務委託費  1,128

通信費  567

賃借料  828

減価償却費  973

※２ 人事制度移行損失  

当社は、平成21年４月１日より新人事制度へ移行し

たことに伴い、年俸制を廃止いたしました。従来年俸

制の社員については賞与を支給しておりませんでした

が、今後は賞与を支給することとしたため、支給対象

期間に合わせ、当該支給分を当連結会計年度におい

て、人事制度移行損失として特別損失に計上しており

ます。 

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

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の減少30,017株は、自己株式の消却等によるものであります。 

２．普通株式の自己株式の増加７株は端株の買取によるものであります。 

３．普通株式の自己株式の減少30,017株は、自己株式の消却等によるものであります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

（連結株主資本等変動計算書）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

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

合計  1,213,448  ―  30,017  1,183,431

自己株式         

普通株式 （注）２、３  30,009  7  30,017  ―

合計  30,009  7  30,017  ―

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年４月30日 

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

平成20年10月30日 

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

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月７日 

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

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  1,183,431  ―  ―  1,183,431

合計  1,183,431  ―  ―  1,183,431

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年５月７日 

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

平成21年11月４日 

取締役会 
普通株式  236  200 平成21年９月30日 平成21年12月１日 
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(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

前連結会計年度（平成21年３月31日） 

１. その他有価証券で時価のあるもの 

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

おります。 

  

２. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

３. 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年５月７日 

取締役会 
普通株式  355 利益剰余金  300 平成22年３月31日 平成22年６月21日

（有価証券関係）

  種類 取得原価（百万円） 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

(1）株式  182  99  △82

(2）債券       

①国債・地方債等  ―  ―  ―

②社債  ―  ―  ―

③その他  ―  ―  ―

(3）その他  ―  ―  ―

小計  182  99  △82

合計  182  99  △82

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

 28  3  ―

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

（１）その他有価証券   

非上場株式  28

政府短期証券  499

コマーシャルペーパー  998

金銭信託  2,000

譲渡性預金  4,000

（２）関連会社株式  106

合計  7,633
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当連結会計年度（平成22年３月31日） 

１. その他有価証券 

(注) 非上場株式（連結貸借対照表計上額 28百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難

と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

２. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  種類 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

取得原価（百万円） 差額（百万円） 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

(1）株式  89  72  17

(2）債券       

①国債・地方債等  ―    ―  ―

②社債  ―  ―  ―

③その他  ―  ―  ―

(3）その他  ―  ―  ―

小計  89  72  17

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

(1）株式  127  175  △48

(2）債券       

①国債・地方債等  ―    ―  ―

②社債  ―  ―  ―

③その他  ―  ―  ―

(3）その他  7,500  7,500  ―

小計  7,627  7,675  △48

合計  7,717  7,748  △31

種類 売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

(1）株式  0  0  0

(2）債券    

① 国債・地方債等  ―  ―  ―

② 社債  ―  ―  ―

③ その他  ―  ―  ―

(3）その他  ―  ―  ―

合計  0  0  0
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１

日 至 平成22年３月31日） 

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

ないため、該当事項はありません。  

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

日 至 平成22年３月31日） 

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

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

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

日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高はいずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 （注）１株当たり当期純利益金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（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 24,803円10銭 25,338円77銭 

１株当たり当期純利益 

金額 
1,548円28銭 1,203円66銭 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

金額 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在していないため記

載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在していないため記

載しておりません。 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  1,832  1,424

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳（百万円）  ―  ―

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,832  1,424

期中平均株式数（株）  1,183,435  1,183,431

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株

式の概要 

（新株予約権） 

株主総会の特別決議日 

 平成17年６月17日 

 （新株予約権の数2,102個） 

（新株予約権） 

株主総会の特別決議日 

 平成17年６月17日 

 （新株予約権の数 個）2,072

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,066 9,457

受取手形 101 59

売掛金 7,741 9,502

有価証券 7,498 7,500

商品及び製品 238 262

仕掛品 712 668

前払費用 1,041 1,043

繰延税金資産 415 574

未収入金 407 216

その他 8 36

貸倒引当金 △9 △2

流動資産合計 27,221 29,317

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,139 2,748

構築物（純額） 1 1

工具、器具及び備品（純額） 1,809 1,542

土地 1,553 1,553

有形固定資産合計 6,503 5,845

無形固定資産   

のれん 225 108

ソフトウエア 437 723

ソフトウエア仮勘定 434 222

電話加入権 43 43

施設利用権 0 －

無形固定資産合計 1,141 1,097

投資その他の資産   

投資有価証券 128 245

関係会社株式 341 341

出資金 4 1

破産更生債権等 44 3

長期前払費用 288 256

繰延税金資産 176 65

差入保証金 1,532 1,531

その他 112 36

貸倒引当金 △89 △16

投資その他の資産合計 2,538 2,466

固定資産合計 10,183 9,409

資産合計 37,405 38,726
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,742 4,280

未払金 1,173 805

未払費用 480 339

未払法人税等 137 663

未払消費税等 21 33

前受金 2,728 2,197

預り金 92 71

関係会社預り金 1,520 2,550

賞与引当金 467 1,035

役員賞与引当金 45 39

製品保証引当金 1 －

その他 51 44

流動負債合計 10,461 12,061

固定負債   

長期未払金 111 48

その他 － 26

固定負債合計 111 74

負債合計 10,572 12,136

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,113 4,113

資本剰余金   

資本準備金 6,919 6,919

その他資本剰余金 7,551 7,551

資本剰余金合計 14,470 14,470

利益剰余金   

利益準備金 11 11

その他利益剰余金   

別途積立金 5,740 5,740

繰越利益剰余金 2,543 2,259

利益剰余金合計 8,294 8,010

株主資本合計 26,879 26,595

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △49 △18

繰延ヘッジ損益 2 13

評価・換算差額等合計 △47 △4

純資産合計 26,832 26,590

負債純資産合計 37,405 38,726
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

ネットワーク機器売上高 12,482 8,748

システム構築売上高 15,543 15,236

サービス売上高 22,946 22,375

売上高合計 50,973 46,360

売上原価   

売上原価合計 37,338 34,312

売上総利益 13,634 12,047

販売費及び一般管理費   

役員報酬 274 210

給料及び手当 3,335 3,947

賞与 865 513

賞与引当金繰入額 135 583

役員賞与引当金繰入額 45 39

退職給付費用 221 263

法定福利費 627 711

業務委託費 1,369 1,591

採用・教育費 148 125

運賃及び荷造費 38 36

広告宣伝費 42 52

旅費及び交通費 217 199

通信費 484 538

租税公課 193 208

賃借料 1,049 819

のれん償却額 200 117

減価償却費 1,040 973

その他 956 469

販売費及び一般管理費合計 11,246 11,403

営業利益 2,388 643

営業外収益   

受取利息 66 33

受取配当金 12 9

保険配当金 15 41

受取賃貸料 328 342

その他 136 86

営業外収益合計 559 514

営業外費用   

支払利息 6 7

貸倒引当金繰入額 8 －

為替差損 － 19

保険解約損 － 6

賃貸費用 151 －

その他 0 0

営業外費用合計 165 33

経常利益 2,782 1,124
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 3 －

貸倒引当金戻入額 3 14

特別利益合計 7 15

特別損失   

たな卸資産評価損 86 －

たな卸資産廃棄損 2 －

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 368 21

投資有価証券評価損 8 －

出資金評価損 － 2

人事制度移行損失 206 －

減損損失 － 2

その他 3 －

特別損失合計 676 27

税引前当期純利益 2,113 1,112

法人税、住民税及び事業税 576 645

法人税等調整額 409 △77

法人税等合計 985 568

当期純利益 1,127 544
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原価計算の方法は、プロジェクト別個別原価計算による実際原価計算であります。  

※１．主な内訳は次のとおりであります。 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

  

売上原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 労務費    3,446  13.3  3,767  14.7

Ⅱ 経費 ※１  22,551  86.7  21,863  85.3

小計    25,997  100.0  25,631  100.0

期首商品棚卸高    2,138        238      

期首仕掛品棚卸高     1,341        712      

当期商品仕入高    8,966        8,789      

合計    38,443        35,371      

期末商品棚卸高     238        262      

期末仕掛品棚卸高     712        668      

他勘定振替高 ※２  154        128      

当期売上原価    37,338        34,312      

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

外注費        （百万円）  19,653  19,653

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

ソフトウェア     （百万円）  139  12

ソフトウェア仮勘定  （百万円）  15  115

合計  （百万円）  154  128
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,113 4,113

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,113 4,113

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,919 6,919

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,919 6,919

その他資本剰余金   

前期末残高 9,811 7,551

当期変動額   

自己株式の消却 △2,259 －

当期変動額合計 △2,259 －

当期末残高 7,551 7,551

資本剰余金合計   

前期末残高 16,730 14,470

当期変動額   

自己株式の消却 △2,259 －

当期変動額合計 △2,259 －

当期末残高 14,470 14,470

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 11 11

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11 11

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 5,740 5,740

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,740 5,740
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,480 2,543

当期変動額   

剰余金の配当 △1,065 △828

当期純利益 1,127 544

当期変動額合計 62 △283

当期末残高 2,543 2,259

利益剰余金合計   

前期末残高 8,232 8,294

当期変動額   

剰余金の配当 △1,065 △828

当期純利益 1,127 544

当期変動額合計 62 △283

当期末残高 8,294 8,010

自己株式   

前期末残高 △2,259 －

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

自己株式の消却 2,259 －

当期変動額合計 2,259 －

当期末残高 － －

株主資本合計   

前期末残高 26,817 26,879

当期変動額   

剰余金の配当 △1,065 △828

当期純利益 1,127 544

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 62 △283

当期末残高 26,879 26,595

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 △49

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △48 30

当期変動額合計 △48 30

当期末残高 △49 △18

三井情報㈱　（2665）　平成22年３月期　決算短信

35



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △15 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 11

当期変動額合計 17 11

当期末残高 2 13

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △16 △47

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 42

当期変動額合計 △30 42

当期末残高 △47 △4

純資産合計   

前期末残高 26,800 26,832

当期変動額   

剰余金の配当 △1,065 △828

当期純利益 1,127 544

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △30 42

当期変動額合計 31 △241

当期末残高 26,832 26,590
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 該当事項はありません。 

   

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 固定資産の減価償却の方

法 

無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用ソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法、市場販売目的ソ

フトウェアについては、見込販売収益

に基づく償却額又は当該ソフトウェア

の残存有効期間（３年）に基づく定額

法償却額のいずれか大きい額を計上す

る方法によっております。 

また、のれんについては、３年から

５年間の期間で均等償却しておりま

す。 

無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用ソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法、市場販売目的ソ

フトウェアについては、見込販売収益

に基づく償却額又は当該ソフトウェア

の残存有効期間（３年）に基づく定額

法償却額のいずれか大きい額を計上す

る方法によっております。 

また、のれんについては、５年間で

均等償却しております。 

２ 重要な収益及び費用の計

上基準 

───── システム受託開発に係る売上及び原価の

計上基準 

イ 当連結会計年度末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められるもの 

工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法） 

ロ その他のもの 

工事完成基準 

  ───── （会計方針の変更） 

システム受託開発に係る収益の計上

基準については、従来、工事完成基準

を適用していましたが、「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15

号 平成19年12月27日）及び「工事契約

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月

27日）を当事業年度より適用し、当事

業年度に締結したシステム開発契約か

ら、当事業年度末までの進捗部分につ

いて成果の確実性が認められるシステ

ム受託開発については工事進行基準

（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）を適用しております。 

これにより、売上高は122百万円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益は、それぞれ33百万円増加し

ております。 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準）  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

この変更による損益への影響はありません。 

───── 

追加情報

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（技術者の営業支援活動関連費用の計上区分の変更） 

システム構築区分の案件における、技術者の営業支援活動

に関連して発生する人件費及び諸経費につきましては、従来

売上原価に計上しておりましたが、当期首に行った改組により

技術者を一部門に集約したことから、他のビジネス区分との統

一を図るべく、当事業年度より当該費用を販売費に計上するこ

とといたしました。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて当事業年度の

売上原価は459百万円減少し、売上総利益と販売費及び一般

管理費は同額増加しておりますが、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響はありません。 

─────  
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（貸借対照表）  

前事業年度までは、システムビジネスの仕掛案件に

関するもののみ「仕掛品」、システムビジネスに関す

る保守契約に基づき前払いをしている費用のみ「前払

費用」及び「長期前払費用」として計上しておりまし

たが、当事業年度よりビジネス区分の変更を行ったこ

とに伴い全ビジネス区分で表示を統一することといた

しました。その結果、その他のビジネス区分におい

て、仕掛案件に関するものは「商品」から「仕掛品」

に、保守契約に基づき前払いしている費用を「商品」

から「前払費用」及び「長期前払費用」にそれぞれ変

更いたしました。なお、前事業年度の「商品」に含ま

れる金額は「仕掛品」は671百万円、「前払費用」は

866百万円であります。 

───── 

（損益計算書） 

前期まで区分掲記しておりました「為替差益」（当

期40百万円）は、営業外収益の総額の100分の10以下と

なったため、営業外収益の「その他」に含めて表示す

ることにいたしました。 

───── 
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(1）役員の異動 

 平成22年５月７日開示の「取締役・監査役の異動に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

(2）生産、受注及び販売の状況 

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

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

ビジネス体系に沿った区分により開示を行っております。 

① 生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を分類すると、次のとおりであります。 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．生産実績については、システム構築のみを対象としております。 

② 受注及び受注残高状況 

 当連結会計年度における受注及び受注残高状況を分類すると、次のとおりであります。 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③ 販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を分類すると、次のとおりであります。 

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

る割合は次のとおりであります。 

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他

区分 
当連結会計年度 

 （自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日） 

 前年同期比（％）  

システム構築（百万円）  15,275  97.8

合計  15,275  97.8

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

コンサルティング  1,560  58.9  665  105.3

システム構築  16,088  111.7  4,550  121.8

システム販売  7,581  60.7  1,138  48.9

運用・保守・サービス  23,957  103.4  13,634  104.0

合計  49,188  93.3  19,989  101.0

区分 
 当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

 前年同期比（％） 

コンサルティング（百万円）  1,527  53.0

システム構築（百万円）  15,275  97.8

システム販売（百万円）  8,769  70.1

運用・保守・サービス（百万円）  23,428  104.0

合計  48,999  91.5

相手先 

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

 当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

  三井物産株式会社  10,280  19.2  11,707  23.9
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