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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 237,109 △5.8 4,058 ― 2,625 ― 1,509 ―
21年3月期 251,738 △22.1 △108 ― △1,525 ― △3,982 ―

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 2,358.27 ― 4.8 2.1 1.7
21年3月期 △6,219.78 ― △12.1 △1.0 △0.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △310百万円 21年3月期  △690百万円

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 116,328 33,514 27.7 50,301.95
21年3月期 131,343 31,957 23.2 47,547.58

（参考） 自己資本   22年3月期  32,205百万円 21年3月期  30,441百万円

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 10,356 6,275 △20,527 21,825
21年3月期 9,318 2,607 △11,681 25,623

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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 107,000 △6.2 1,200 △35.5 600 △53.7 400 7.0 624.76

通期 210,000 △11.4 3,000 △26.1 1,900 △27.6 1,600 6.0 2,499.06
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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、９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、22ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、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 2社 （社名
アイ・ティー・テレコム株式会社、    
ITX INTERNATIONAL EQUITY COR
PORATION

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 640,240株 21年3月期 640,240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 190,589 ― 3,390 ― 2,142 ― 741 ―
21年3月期 1,307 △84.8 △4,715 ― △7,375 ― △13,431 ―

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 1,158.81 ―
21年3月期 △20,979.32 ―

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 105,214 34,260 32.6 53,511.77
21年3月期 88,506 33,833 38.2 52,844.63

（参考） 自己資本 22年3月期  34,260百万円 21年3月期  33,833百万円

※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。業績予想に関しましては、添付資料の
５ページをご参照ください。 
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１． 経営成績 

 

(１) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の景気刺激対策効果等により一部に回復の動きも見られるものの、

雇用環境、所得環境の悪化や設備投資の低迷は依然続いており、全体としては先行き不透明な状況が続いておりま

す。 

このような経営環境のもと当社グループは、平成 20 年 12 月に発表いたしました「経営構造改革」に基づき、目下積

極的な事業展開を推進しております。本改革の目的は下記のとおりであります。 

①経営資源の集中による収益力の強化 

②不採算事業からの撤退等による財務体質の改善 

③新規事業の創生 

本施策の一環として当社は昨年４月１日付けで、経営資源の集中を図ることを目的に、当社（存続会社）の子会社で

ありましたアイ・ティー・テレコム㈱（消滅会社）と合併いたしました。 

また同時に、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 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。昨年５月に発表い

たしました、中核事業であります携帯電話販売における販売チャネルの拡大や、昨年 11 月に実施した㈱ブロードリー

フ（連結子会社）の売却もその一環であります。 

さらに新規事業の創生につきましても、医療情報サービス事業における取組を一部開始するなど、着実に進捗して

おります。 

上記「経営構造改革」の実施を機に、当社はグループの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、当連結会計年度より、従来の「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事業セグメントから、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事業セグメントに事業区分を変更して

おります。 

また従来、投資及びその投資先の事業育成、さらにはその株式売却によるキャピタルゲイン獲得を通じた事業価値

実現を「投資育成事業」として位置付けておりましたが、上記「経営構造改革」において、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事業から撤退しております。これに伴い、当連結会計年度より、投資育成有価証券及

び関連損益の表示区分について変更を行っております（詳細は、「４．『連結財務諸表』、（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』、（投資育成有価証券及び関連損益の表示区分の変更）」をご参照ください）。 

 

このような状況下、当連結会計年度のテレコム事業においては、昨年５月に発表いたしました、ソニーマーケティン

グ㈱及びパナソニックテレコム㈱からの事業承継等による販売チャネルの拡大が売上高の増加に繋がった一方、利益

面においても、携帯電話販売市場における割賦販売方式の浸透や、当社の販売チャネルの拡大・効率化等の施策に

より収益体質の安定強化が進んだこと等により、前連結会計年度と比べて営業利益が大幅に改善いたしました。一方

サービス＆ソリューション事業においても、一部で景気低迷の煽りを受けたものの、事業の効率化及び不採算事業から

の撤退が順調に進展した結果、前連結会計年度から一転、営業利益を計上しております。 

 

ＩＴＸ㈱（２７２５）平成22年３月期　決算短信

3



 

当連結会計年度における業績につきましては、テレコム事業における販売チャネルの拡大等による売上増加要因

があったものの、前連結会計年度における子会社売却等の影響があり、売上高は 2,371 億９百万円（対前連結会計年

度比 5.8％減）となりました。 

一方利益面においては、テレコム事業における収益性の向上に加えて、経営資源の集中による効率化及び不採算

事業からの撤退を推し進めた効果等により、営業利益は 40 億 58 百万円（前連結会計年度は１億８百万円の営業損

失）となりました。受取利息２億 39 百万円、支払利息 10 億 65 百万円、持分法による投資損失３億 10 百万円等を計上

した結果、経常利益は 26 億 25 百万円（前連結会計年度は 15 億 25 百万円の経常損失）となり、前連結会計年度に

おいて営業損失及び経常損失を計上したのに対し、いずれも黒字に転換いたしました。 

また、㈱ブロードリーフの売却等に伴い発生した関係会社株式売却益 14 億 77 百万円、投資有価証券売却益７億７

百万円等による特別利益 23 億 77 百万円、投資有価証券評価損８億 88 百万円、減損損失５億 59 百万円、投資有価

証券売却損２億 20 百万円等による特別損失 25 億 36 百万円を計上した結果、税金等調整前当期純利益は 24 億 66

百万円（前連結会計年度は 29 億 74 百万円の税金等調整前当期純損失）となりました。税金費用等を控除した結果、

当期純利益は 15 億９百万円（前連結会計年度は 39 億 82 百万円の当期純損失）となりました。 

なお、連結子会社でありました㈱ブロードリーフについては、第３四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、連結の範囲から除外しておりますが、当連結会計年度の連結損益計算書には、同社の除外時

点までの損益を含めております。 

 

また、当社は平成 22 年５月 11 日開催の取締役会において、主にネットワークソリューション分野及び医療ヘルスケ

ア分野からなる当社のサービス＆ソリューション事業を、親会社であるオリンパス株式会社と当社が設立する新会社

（当社関連会社）に譲渡することを決議いたしました。これに伴い、平成 22 年３月期個別決算において、30 億 51 百万

円の事業再構築関連損失を計上しておりますが、連結決算に与える影響はありません。本事業譲渡の詳細につきまし

ては、「４．連結財務諸表、（８）連結財務諸表に関する注記事項等、（重要な後発事象）」をご参照ください。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

なお、当連結会計年度より事業セグメントを変更しておりますが、前連結会計年度比の算出については、前連結会

計年度の組替後の数値を使用しております。 

 

［テレコム事業］ 

当連結会計年度におきましては、昨年５月に発表いたしましたソニーマーケティング㈱及びパナソニックテレコム㈱

からの事業承継等による販売チャネルの拡大が業績に寄与し、売上高は対前連結会計年度比 23.8％増の 1,893 億

74 百万円となりました。また、営業利益については、収益体質の安定強化や経営効率の向上等により、対前連結会

計年度比 83.9％増の 48 億 48 百万円と、大幅に改善いたしました。 
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［サービス＆ソリューション事業］ 

当連結会計年度におきましては、売上高については 510 億 10 百万円となり、前連結会計年度において子会社を

売却したこと等の影響があり、対前連結会計年度比で 49.7％減少いたしました。一方利益面においては、景気低迷

による影響や、経営構造改革に伴う事業の見直しによる費用の発生があったものの、前連結会計年度において不採

算事業からの撤退を実施した効果等があり、営業利益は損失を計上した前連結会計年度と比べて 20 億 97 百万円

改善し、５億 30 百万円となりました。 

 

（次期の業績見通し） 

次期の業績見通しにつきましては、連結売上高 2,100 億円、営業利益 30 億円、経常利益 19 億円、当期純利益 16

億円を見込んでおります。売上高、営業利益、経常利益の減少の主な要因は、今期における「経営構造改革」の方針

に基づく㈱ブロードリーフの売却及び本日別途発表しておりますサービス&ソリューション事業の譲渡による影響を見

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 1,163 億 28 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 150 億 14 百万円

（11.4％）減少いたしました。その主な要因は、子会社株式の売却等により、無形固定資産が 123 億 84 百万円減少

したこと等によるものであります。 

また、有利子負債の削減に積極的に取り組んだ結果、当連結会計年度末における有利子負債は 440 億 74 百万

円となり、前連結会計年度末に比べ 201 億 74 百万円減少いたしました。  

当期純利益 15 億９百万円を計上した結果、純資産合計は 335 億 14 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 15

億56 百万円増加いたしました。また有利子負債削減の効果等により、自己資本比率は前連結会計年度末の 23.2％

から、27.7％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218 億25百万円となり、前連結会計年度末に

比べ、37 億 98 百万円減少いたしました。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、103 億 56 百万円（前連結会計年度は 93 億 18 百万円の資金の増加）となりまし

た。その主な要因は、税金等調整前当期純利益 24 億 66 百万円、仕入債務の増加額 63 億 24 百万円、売上債権

の増加額（マイナス）41 億 67 百万円、また非資金項目でありますのれん償却額 31 億 76 百万円、減価償却費 24

億 46 百万円等が発生したためであります。 

（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、62 億 75 百万円（前連結会計年度は 26 億７百万円の資金の増加）となりました。

その主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 175 億 78 百万円、営業譲受による支出
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68 億 51 百万円、有形固定資産の取得による支出 17 億 82 百万円、短期貸付金の純増減額（マイナス）16 億 31

百万円、無形固定資産の取得による支出 14 億 40 百万円等があったためであります。 

（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少は、205 億 27 百万円（前連結会計年度は 116 億 81 百万円の資金の減少）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等によるものであります。 

 

 （３） 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主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。当期につきましては財務体質の改善と内部

留保の充実を考慮し、誠に遺憾ながら無配とさせていただきますが、可能な限り早い時期に配当を実施するための具

体的な検討を行うと同時に、今後さらなる企業体質の強化を実行しグループ企業価値の 大化を図るべく役職員一同

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、当社グループ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。 

 

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、当初計画通りに進捗しない可能性があります。 

 

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、国内携帯電話等の累計契約数が 1 億 1,000 万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。 

     固定ブロードバンド回線についても、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 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22年４月に公開ヒアリングが実施されましたSIMロックの解除が制度化された場合には、連結業績
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にさらなる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、事業拡大のための取り組みとして、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： 

テレマーケティングセンター、東京開通センター、福岡開通センター、法人営業部、法人営業部 直販担当 
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③各グループ事業でのリスク 

・市場規模及び成長予測 

当社グループ事業対象の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。 

・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 

製品の開発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、負債倍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により、当社グループ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 

世界経済の変化にともなうわが国経済の先行き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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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社、子会社27社（連結子会社26社、非連結・非持分法適用子会社１社）、関連会社３社（持分

法適用関連会社３社）計31社で構成されております。 

当社グループは現在、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」に特化した事業を展開しています。主な事業の内容は

下記のとおりであります。 

 

テレコム事業 

 ・携帯電話端末の販売 

 ・携帯電話等の通信サービスの販売 

 ・固定電話回線等の通信サービスの販売 

 ・法人向けネットワークソリューションサービスの販売等 

 

 

サービス＆ソリューション事業 

・医療ヘルスケア分野 

整形外科用医療器具の製造・販売、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 

 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 

 

・その他分野 

  アウトソーシングサービスの提供等 
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１．当社グループは当連結会計年度より、「事業の種類別セグメント」を変更いたしました。これは、前連結会計年度の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しております。なお、当該事業区分とセグメント情報は一致

しています。 

２．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は、「４．連結財務諸表、（８）連結財務諸表に関する注記事項等、（企業結合等関係）」を

ご参照ください。 
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３．㈱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。 

４．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）  （減少）  

【連結子会社】  【連結子会社】  

ITX ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ㈱ TL（株式取得） ｱｲ･ﾃｨｰ･ﾃﾚｺﾑ㈱ TL（合併による消滅） 

他３社  NOC 日本ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ㈱ SS（合併による消滅） 

  ㈱ﾌﾞﾛｰﾄﾞﾘｰﾌ SS（株式売却） 

  ITX ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ１号投資事業組合 SS（清算） 

  ITX INTERNATIONAL EQUITY CORPORATION SS（合併による消滅） 

  他 12 社  

注 １ 事業別セグメント区分、TL：テレコム事業、SS：サービス＆ソリューション事業 

２ （ ）内は異動理由 

３ 当社はソニーマーケティング㈱の事業分割により㈱エスエムオージェー・モバイルコミュニケーションズの全株式を取得し、 

連結子会社としました。その後同社は、社名をＩＴＸコミュニケーションズ㈱に変更しております。 

４ ＮＯＣ日本アウトソーシング㈱は、㈱アトラクスを存続会社として、同社及びスリーエス・パートナーズ㈱と合併いたしました。 

なお、㈱アトラクスは合併後、社名をＮＯＣ日本アウトソーシング㈱に変更しております。 
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３．経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社は創業以来、事業創造を通じて社会に貢献することを基本理念とし、情報通信サービス事業を中心に事業の

発掘、投資、育成を展開してまいりました。昨年度は、リーマンショックに端を発した世界的な経済環境の変化にとも

ない平成20年12月に発表いたしました「経営構造改革」、つまり、①経営資源の集中による収益力の強化、②不採算

事業からの撤退等による財務基盤の改善、③新規事業の創生、に注力してまいりました。その結果、当社は中核収

益基盤であるテレコム事業を中心とする情報通信サービス事業に経営資源を集中し、更なる強化・拡大によって企

業価値の向上に努めることにいたしました。 

これからの当社グループは、情報通信サービス事業を中心に、お客様に「安心」を提供する会社を目指します。 

 「安心」とは、“満足”の 上級にあると当社は認識しています。多様化するお客様のニーズに対して、機器・サービ

スの提供を通じて 適な回答を提案し、その後のお客様の“満足”に責任を持ちます。 

さらに、すべてのステイクホルダーのみなさまから、当社と関わって良かったと言われる関係を築くことに努めてまい

ります。 

 

（２）目標とする経営指標 

  当社は平成23年３月期の業績は、連結売上高2,100億円、営業利益30億円を見込んでおりますが、営業利益のみ

ならず、中長期的な事業強化・拡大の経営資源となる営業キャッシュフローを重要な経営指標としており、その数値

を継続的に増大すべく努めてまいります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社は平成20年12月に発表いたしました「経営構造改革」にこれまで取り組んでまいりました。また、今後「経営構

造改革」における成果をベースに当社の成長を一段と加速させ、企業価値を向上させるためには、当社のサービス

＆ソリューション事業を親会社であるオリンパス㈱と共同で設立する新会社へ移管し、当社の経営資源はテレコム事

業を中心とする情報通信サービス事業に一段と集中させることが 善の策であるとの判断にいたりました（詳しくは

本日発表の「事業譲渡に関するお知らせ」をご参照ください）。 

   今後当社が注力する情報通信サービス事業の主な対象市場である携帯電話をはじめとする移動体通信市場に

おいては、国内携帯電話の累計契約数が１億1,000万回線を超え今後大きな伸びは期待できないものの、スマート

フォンの普及や２台目需要の取り込みなどに加え、WiMAX、LTE(Long Term Evolution)等、移動体通信ネットワーク

のブロードバンド化が進むことにより市場全体としては中長期的には緩やかな拡大傾向にあると考えております。ま

た、光回線をはじめとする固定通信市場においては、普及が急速に進んでいる光回線の需要は引き続き堅調に進

むと考えられ、更に次世代ネットワークであるNGN（Next Generation Network）への置き換え需要も想定されることか

ら拡大傾向にあると考えております。 

  このような環境下、当社としては、携帯電話のキャリアショップをはじめとする各販売チャネルにおける販売品質・

サービスの向上による販売力強化、法人顧客への付加価値提供による更なる販売拡大、および、M&A等による販売

網の更なる拡大を引き続き推進し、情報通信サービス販売による収益基盤を盤石なものとすることを目指してまいり

ます。また、今後予想されるLTE、NGN、FMC（Fixed Mobile Convergence）等のネットワーク革新を新たなビジネス

チャンスと捉え、これら次世代通信インフラを活用した新たなサービス、ビジネス作りにもチャレンジしてまいります。 
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（４）会社の対処すべき課題 

  ①収益基盤の強化・拡大 

成熟する市場、多様化するサービスおよびお客様ニーズに対応するために、キャリアショップおよび法人営業

における接客能力、提案能力の向上に努め、当社にとってのリピート顧客の獲得、維持を図ります。また、他代

理店のパートナー化、M&A等により販売チャネルの拡大に努め販売規模・収益基盤の拡大強化を図ります。 

     

  ②業務効率化の推進 

大幅な販売台数の増加が見込まれない環境下、各種業務の見直し、社内組織の役割分担見直し、効率的な

システム化の更なる推進を通じて、業務効率化を促進しコスト体質の改善を図ってまいります。特にパナソニック

テレコム㈱、ソニーマーケティング㈱等より譲り受けた事業に関する業務および管理の一元化を徹底することに

より、効率的な組織運営を実現してまいります。 

     

  ③新規サービスへの挑戦 

これまでの通信サービス販売により培った販売網、取引先との関係および人的リソースを基盤とし、LTE、

NGN、FMC等、今後さらに進化・融合を進める通信インフラを活用した新たな独自サービスの構築、事業の創出

にチャレンジしてまいります。 
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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 25,665 21,917

受取手形及び売掛金 29,149 32,255

有価証券 199 －

商品及び製品 7,860 9,721

仕掛品 284 242

繰延税金資産 137 127

その他 7,306 6,827

貸倒引当金 △434 △268

流動資産合計 70,168 70,822

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,674 7,813

減価償却累計額 △4,100 △4,476

建物及び構築物（純額） 3,574 3,336

機械装置及び運搬具 1,221 1,342

減価償却累計額 △791 △870

機械装置及び運搬具（純額） 429 471

工具、器具及び備品 2,882 2,423

減価償却累計額 △1,957 △1,723

工具、器具及び備品（純額） 925 699

土地 1,383 1,291

リース資産 239 483

減価償却累計額 △25 △89

リース資産（純額） 213 394

建設仮勘定 5 10

有形固定資産合計 6,532 6,203

無形固定資産   

のれん 37,561 26,552

リース資産 16 15

その他 2,940 1,566

無形固定資産合計 40,519 28,135

投資その他の資産   

投資有価証券 2,710 3,479

投資育成有価証券 3,635 －

長期貸付金 3,005 2,696

繰延税金資産 27 63

その他 5,737 5,959

貸倒引当金 △992 △1,032

投資その他の資産合計 14,123 11,166

固定資産合計 61,174 45,505

資産合計 131,343 116,328
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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 21,604 27,408

短期借入金 6,935 5,898

1年内返済予定の長期借入金 14,865 7,799

未払法人税等 1,131 448

短期解約返戻引当金 16 －

その他の引当金 45 2

その他 11,234 8,961

流動負債合計 55,832 50,517

固定負債   

社債 200 360

長期借入金 41,705 29,543

繰延税金負債 29 270

退職給付引当金 1,342 1,562

役員退職慰労引当金 40 31

その他 234 528

固定負債合計 43,552 32,296

負債合計 99,385 82,814

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,443 25,443

資本剰余金 18,005 18,014

利益剰余金 △10,772 △9,270

株主資本合計 32,676 34,188

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △679 △160

繰延ヘッジ損益 △85 △486

土地再評価差額金 △113 △113

為替換算調整勘定 △1,357 △1,222

評価・換算差額等合計 △2,234 △1,982

少数株主持分 1,515 1,308

純資産合計 31,957 33,514

負債純資産合計 131,343 116,328
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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   

投資育成有価証券売上高 1,100 －

商品売上高 250,637 237,109

売上高合計 251,738 237,109

売上原価   

投資育成有価証券売上原価 3,120 －

商品売上原価 201,146 190,871

売上原価合計 204,266 190,871

売上総利益 47,471 46,238

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 14,909 13,724

賞与 2,831 2,610

退職給付費用 511 497

役員退職慰労引当金繰入額 22 9

広告宣伝費 1,514 3,934

借地借家料 4,404 3,945

業務委託費 6,536 4,730

のれん償却額 3,374 3,176

減価償却費 1,527 1,457

貸倒引当金繰入額 141 －

その他 11,804 8,094

販売費及び一般管理費合計 47,579 42,180

営業利益又は営業損失（△） △108 4,058

営業外収益   

受取利息 385 239

受取配当金 12 18

投資有価証券売却益 24 －

投資事業組合運用益 145 －

為替差益 99 －

営業支援金 － 68

その他 235 190

営業外収益合計 902 517

営業外費用   

支払利息 1,320 1,065

投資有価証券売却損 27 －

持分法による投資損失 690 310

投資事業組合運用損 － 67

その他 280 507

営業外費用合計 2,319 1,949

経常利益又は経常損失（△） △1,525 2,625
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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) 

特別利益   

固定資産売却益 32 0

関係会社株式売却益 3,019 1,477

投資有価証券売却益 0 707

持分変動利益 41 －

貸倒引当金戻入額 12 47

その他 118 144

特別利益合計 3,224 2,377

特別損失   

固定資産除売却損 151 110

投資有価証券評価損 879 888

持分変動損失 32 －

投資有価証券売却損 1,053 220

減損損失 1,814 559

その他 742 757

特別損失合計 4,674 2,536

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△2,974 2,466

法人税、住民税及び事業税 1,945 714

法人税等還付税額 △621 －

法人税等調整額 196 309

法人税等合計 1,520 1,023

少数株主損失（△） △513 △67

当期純利益又は当期純損失（△） △3,982 1,509
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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 25,443 25,443

当期末残高 25,443 25,443

資本剰余金   

前期末残高 18,005 18,005

当期変動額   

利益剰余金から資本剰余金への振替 － 9

当期変動額合計 － 9

当期末残高 18,005 18,014

利益剰余金   

前期末残高 △6,774 △10,772

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △3,982 1,509

連結範囲の変動 △15 1

利益剰余金から資本剰余金への振替 － △9

当期変動額合計 △3,998 1,502

当期末残高 △10,772 △9,270

株主資本合計   

前期末残高 36,674 32,676

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △3,982 1,509

連結範囲の変動 △15 1

当期変動額合計 △3,998 1,511

当期末残高 32,676 34,188
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △446 △679

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △233 519

当期変動額合計 △233 519

当期末残高 △679 △160

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △145 △85

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 60 △401

当期変動額合計 60 △401

当期末残高 △85 △486

土地再評価差額金   

前期末残高 △135 △113

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22 －

当期変動額合計 22 －

当期末残高 △113 △113

為替換算調整勘定   

前期末残高 △314 △1,357

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,042 134

当期変動額合計 △1,042 134

当期末残高 △1,357 △1,222

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,041 △2,234

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,193 251

当期変動額合計 △1,193 251

当期末残高 △2,234 △1,982

少数株主持分   

前期末残高 3,447 1,515

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,932 △206

当期変動額合計 △1,932 △206

当期末残高 1,515 1,308

純資産合計   

前期末残高 39,080 31,957

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △3,982 1,509

連結範囲の変動 △15 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,125 44

当期変動額合計 △7,123 1,556

当期末残高 31,957 33,514
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(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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△2,974 2,466

減価償却費 3,085 2,446

減損損失 1,814 559

のれん償却額 3,374 3,176

貸倒引当金の増減額（△は減少） 673 △66

退職給付引当金の増減額（△は減少） 101 213

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14 △39

受取利息及び受取配当金 △397 △258

支払利息 1,320 1,065

持分法による投資損益（△は益） 690 310

投資有価証券売却損益（△は益） 1,056 △486

持分変動損益（△は益） △8 －

投資有価証券評価損益（△は益） 879 888

関係会社株式売却損益（△は益） △3,019 △1,369

投資育成有価証券の増減額（△は増加） 2,335 －

売上債権の増減額（△は増加） 8,324 △4,167

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,149 △34

仕入債務の増減額（△は減少） △6,928 6,324

その他の資産の増減額（△は増加） △541 608

その他の負債の増減額（△は減少） △931 △70

その他 △65 1,048

小計 11,924 12,614

利息及び配当金の受取額 390 318

利息の支払額 △1,375 △1,019

法人税等の還付額 314 99

法人税等の支払額 △1,935 △1,656

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,318 10,356
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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) 

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 －

有価証券の売却及び償還による収入 － 200

有形固定資産の取得による支出 △1,444 △1,782

有形固定資産の売却による収入 323 24

無形固定資産の取得による支出 △1,767 △1,440

投資有価証券の取得による支出 △683 △192

投資有価証券の売却及び償還による収入 714 1,176

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △372

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

4,388 17,578

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 △44

子会社株式の取得による支出 △897 △905

関係会社の整理による収入 － 104

短期貸付金の純増減額（△は増加） 2,677 △1,631

長期貸付けによる支出 △216 △4

長期貸付金の回収による収入 121 99

営業譲受による支出 △70 △6,851

事業譲渡による収入 － 95

その他の支出 △992 △198

その他の収入 750 419

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,607 6,275

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） △5,497 △885

長期借入れによる収入 4,751 28,709

長期借入金の返済による支出 △11,147 △48,007

社債の発行による収入 375 200

社債の償還による支出 △199 △300

少数株主からの払込みによる収入 146 －

少数株主への配当金の支払額 △81 △154

その他 △27 △89

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,681 △20,527

現金及び現金同等物に係る換算差額 △103 9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 141 △3,885

現金及び現金同等物の期首残高 25,311 25,623

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 87

現金及び現金同等物の期末残高 25,623 21,825
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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21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 

（投資育成有価証券及び関連損益の表示区分の変更） 

  従来、投資育成目的の有価証券については、売却金額を売上高として計上し、また、売却する有価証券の帳

簿価額及び評価損等を売上原価として計上しておりましたが、当社は平成20年12月に公表いたしました「経営

構造改革」におきまして、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事業からの撤退を

発表しております。 

この方針に伴い、当連結会計年度より売却損益を原則特別損益へ計上する方法に変更いたしました。この結

果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度における売上総利益及び営業利益が473百万円それぞれ

減少しております。なお、前連結会計年度における売上総利益には、売上高が1,100百万円、売上原価が3,120

百万円それぞれ含まれております。 

また連結貸借対照表におきましては、従来「投資育成有価証券」として投資その他の資産に計上していたも

のは、当連結会計年度より「投資有価証券」に含めて計上しております。なお、前連結会計年度における投資

その他の資産には、「投資育成有価証券」が3,635百万円含まれております。 

連結キャッシュ・フロー計算書におきましては、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に計上していた

「投資育成有価証券の増減額」は、当連結会計年度より「投資有価証券売却損益」、「投資有価証券評価損

益」、「関係会社株式売却損益」、また「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の取得によ

る支出」、「投資有価証券の売却及び償還による収入」、「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出」、「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入」、「連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

売却による支出」及び「子会社株式の取得による支出」に計上しております。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「投資育成有価証券の増減額」に含まれる「投資有価証券売却損益」は△

69百万円、「投資有価証券評価損益」は2,266百万円、「関係会社株式売却損益」は△177百万円、「投資有価

証券の取得による支出」は△327百万円、「投資有価証券の売却及び償還による収入」は1,646百万円、「連結

の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出」は△819百万円、「子会社株式の取得による支出」は△183

百万円、その他△30百万円であります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、事業の種類別セグメント情報に記載しております。 

 

（退職給付に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年

７月31日）を適用しています。本会計基準の適用に伴う影響はありません。 

 

表示方法の変更 

 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「業務委託費」に含めて表示していた「ヘルパー派遣費用」は、

「経営構造改革」及びその一環としての子会社との合併を機に経費の使用目的等を見直しした結果、当連結会

計年度より、「広告宣伝費」に含めて表示することといたしました。なお前連結会計年度の販売費及び一般管

理費の「業務委託費」に含まれていた「ヘルパー派遣費用」は1,854百万円であります。 

 

前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示していた「営業支援金」は、営業外収益の100分の

10を超えることになったため、区分掲記することといたしました。なお前連結会計年度の営業外収益の「その

他」に含まれていた「営業支援金」は37百万円であります。 
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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 

 (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。 
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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) 

 

 
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 

189,367 47,742 237,109 ― 237,109 

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高 

7 3,268 3,275 (3,275) ― 

計 189,374 51,010 240,385 (3,275) 237,109 

  営業費用 184,525 50,480 235,005 (1,954) 233,051 

  営業利益 4,848 530 5,379 (1,321) 4,058 

(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、携帯電話等の通信サービスの販売 

・固定回線通信販売： 固定回線等の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： 整形外科用医療器具の製造・販売、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の提供等 

 

３ 事業区分の方法の変更 

      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、 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、昨年４月１日に経営基盤の強化を目的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事業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。 

 以上の事由により、当社グループは当連結会計年度より、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しております。 

 なお、前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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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) 

 

 
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、携帯電話等の通信サービスの販売 

・固定回線通信販売： 固定回線等の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： 整形外科用医療器具の製造・販売、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の提供等 

 

 

４ 会計処理の方法の変更 

従来、投資育成目的の有価証券については、売却金額を売上高として計上し、また、売却する有価証
券の帳簿価額及び評価損等を売上原価として計上しておりましたが、当連結会計年度より、売却損益を
原則特別損益へ計上する方法に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、
当連結会計年度におけるサービス＆ソリューション事業の営業利益が473百万円減少しております。 

 

５ 「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 

1,035 1,185
当社企画本部・業務本部等、 
職能部門に係る費用 

 

６ 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
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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) 

 

 
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 

― ― ―

投資育成関係会社株
式売上高 

― ― ―

計 ― ― ―

 

【所在地別セグメント情報】 

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) 

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21年４月１日 至 平成22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。 

 

 

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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（企業結合等関係） 

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) 

 

共通支配下の取引等 

 当社は、平成20年12月16日開催の取締役会において、当社を吸収合併存続会社、当社の連結子会社であるア

イ・ティー・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、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） 

 非結合企業：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）実施した会計処理の概要 

「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 平成19年11月15日公表分）に基づき、「共通支配下の取引

等」の会計処理を適用しております。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。 
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 (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 47,547.58円
 

１株当たり純資産額 50,301.95円
 

１株当たり当期純損失 6,219.78円
 

１株当たり当期純利益 2,358.27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。 
 

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希薄化効果を有しないため記載して

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21年３月31日) 

当連結会計年度末 

(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額 31,957百万円 33,514百万円

純資産の部の合計額から控除する金額 1,515百万円 1,308百万円

（うち少数株主持分） (1,515百万円) (1,308百万円)

普通株式に係る期末の純資産額 30,441百万円 32,205百万円

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) 

連結損益計算書上の当期純利益又は当

期純損失（△） 
△3,982百万円 1,509百万円

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△） 
△3,982百万円 1,509百万円

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式の期中平均株式数 640,240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 

― ―

当期純利益調整額 ― ―

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3,730個） 

 

新株予約権２種類 

（新株予約権の数は3,485個） 
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 (重要な後発事象) 

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) 

 

（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、 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事業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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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) 

 

（重要な事業譲渡） 

 

1.事業分離の概要 

 当社は、平成22年５月11日開催の取締役会において、主にネットワークソリューション分野及び医療

ヘルスケア分野からなる当社のサービス＆ソリューション事業を、親会社であるオリンパス株式会社と

当社が共同で設立する新会社（当社関連会社）に譲渡することを決議いたしました。 

 

(1) 分離する事業 

サービス＆ソリューション事業に関する、関係会社株式14銘柄、投資有価証券24銘柄の全株式と

その他付随事業及び短期貸付金を譲渡する予定です。 

主な関係会社の名称及び事業内容は下記の通りです。 

関係会社 主な事業内容 

NOC日本アウトソーシング㈱ 総合アウトソーシング事業 

㈱秋田ケーブルテレビ ＣＡＴＶ事業 

㈱アイメディック 整形外科用医療器具の製造・販売事業 

 

(2) 事業分離を行う主な理由 

当社は、平成20年12月に公表した「経営構造改革」にこれまで積極的に取り組み、着実な成果を

出してまいりました。これらの成果をベースに当社の成長をさらに加速させるためには、当社の経

営資源を中核事業であるテレコム事業を中心とする情報通信サービス事業に集中させるとともに、

新規事業創生に関する取組みに一段と注力し、その成功確率及び成果を 大化することが 善策で

あると判断したためであります。 

今回、オリンパス株式会社のもつブランド力・技術力・顧客基盤等の活用が 大限可能である、

新設する「オリンパスビジネスクリエイツ株式会社」に当社のサービス＆ソリューション事業を集

約することによって成長戦略を積極的に推進し、ITXグループ全体の企業価値向上に引き続き取組ん

でまいります。 

なお、オリンパスビジネスクリエイツ株式会社は、当社の持分法適用関連会社となる予定です。 

 

(3) 事業分離日 

平成22年７月１日（事業譲渡予定日） 

 

(4) 事業分離の方法 

当社のサービス＆ソリューション事業に関する、関係会社株式、投資有価証券とその他付随事業

及び短期貸付金を、親会社であるオリンパス株式会社と当社が設立する予定の新会社「オリンパス

ビジネスクリエイツ株式会社」に譲渡いたします。 

 

2.実施予定の会計処理の概要 

 受取対価を現金とする事業分離であり、分離先企業は当社の関連会社であるため、「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計審議会 平成20年12月26日改正）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 平成20年12月26日 終改正）に基づき、受

取対価が現金等の財産のみである場合の会計処理のうち、関連会社を分離先として行われた事業分離と

して処理する予定です。 

 

３月末時点の譲渡対象資産の帳簿価額 （個別） 24,455百万円 

〃                （連結） 24,454百万円 

譲渡価額 24,505百万円 

 

 

 

(その他の注記) 

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22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 
(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 12,275 11,126

売掛金 48 26,268

商品及び製品 － 8,629

前渡金 － 3

前払費用 21 211

未収入金 2,803 1,190

未収還付法人税等 283 337

短期貸付金 6,217 9,821

その他 74 345

貸倒引当金 △1,556 △1,507

流動資産合計 20,167 56,427

固定資産   

有形固定資産   

建物 101 3,039

減価償却累計額 △39 △1,592

建物（純額） 62 1,447

構築物 － 156

減価償却累計額 － △105

構築物（純額） － 50

車両運搬具 － 0

減価償却累計額 － 0

車両運搬具（純額） － 0

工具、器具及び備品 54 1,778

減価償却累計額 △46 △1,293

工具、器具及び備品（純額） 7 484

土地 － 312

建設仮勘定 － 0

有形固定資産合計 70 2,294

無形固定資産   

のれん － 23,846

借地権 － 17

ソフトウエア 116 810

その他 － 255

無形固定資産合計 116 24,929

投資その他の資産   

投資有価証券 767 697

投資育成有価証券 482 －

関係会社株式 42,739 17,167

関係会社社債 20 －

その他の関係会社有価証券 － 31

投資育成関係会社株式 21,425 －

その他投資育成関係会社有価証券 508 －

長期貸付金 2,087 －

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 － 3

長期前払費用 5 488

破産更生債権等 － 223

差入保証金 － 3,019

その他 216 111

貸倒引当金 △99 △179

投資その他の資産合計 68,153 21,562

固定資産合計 68,339 48,786

資産合計 88,506 105,214
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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 － 23,203

短期借入金 － 3,500

1年内返済予定の長期借入金 13,520 7,670

未払金 173 3,666

未払費用 169 1,191

未払法人税等 3 139

繰延税金負債 － 43

前受金 － 12

預り金 972 351

デリバティブ債務 85 534

その他 － 25

流動負債合計 14,924 40,339

固定負債   

長期借入金 39,600 29,160

繰延税金負債 － 270

退職給付引当金 142 1,159

その他 6 24

固定負債合計 39,748 30,614

負債合計 54,673 70,953

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,443 25,443

資本剰余金   

資本準備金 10,964 10,964

その他資本剰余金 7,049 7,049

資本剰余金合計 18,014 18,014

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △9,298 △8,556

利益剰余金合計 △9,298 △8,556

株主資本合計 34,159 34,901

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △240 △167

繰延ヘッジ損益 △85 △484

土地再評価差額金 － 10

評価・換算差額等合計 △326 △641

純資産合計 33,833 34,260

負債純資産合計 88,506 105,214
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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   

投資育成有価証券売上高 1,061 －

商品売上高 246 190,589

売上高合計 1,307 190,589

売上原価   

投資育成有価証券売上原価 4,354 －

商品売上原価   

商品期首たな卸高 － 6,421

当期商品仕入高 38 164,290

合計 38 170,711

商品期末たな卸高 － 8,700

商品評価損 － 70

商品売上原価 38 162,081

売上原価合計 4,392 162,081

売上総利益又は売上総損失（△） △3,085 28,507

販売費及び一般管理費   

役員報酬 112 130

給料及び手当 450 6,636

賞与 102 1,546

退職給付費用 30 373

広告宣伝費 35 340

販売促進費 － 3,036

借地借家料 193 2,457

業務委託費 366 4,048

のれん償却額 － 2,180

減価償却費 45 1,054

その他 293 3,312

販売費及び一般管理費合計 1,630 25,117

営業利益又は営業損失（△） △4,715 3,390

営業外収益   

受取利息 204 230

受取配当金 916 133

投資有価証券売却益 24 －

為替差益 149 －

その他 18 109

営業外収益合計 1,313 473

営業外費用   

支払利息 925 950

投資事業組合運用損 2,655 344

貸倒引当金繰入額 358 79

その他 33 347

営業外費用合計 3,972 1,721

経常利益又は経常損失（△） △7,375 2,142
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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

投資有価証券売却益 － 36

関係会社株式売却益 3,968 3,476

その他 83 116

特別利益合計 4,052 3,630

特別損失   

固定資産除売却損 0 72

投資有価証券評価損 476 331

投資有価証券売却損 1,015 77

関係会社株式評価損 9,901 1,171

減損損失 － 214

事業再構築関連損失 － 3,051

その他 6 189

特別損失合計 11,401 5,108

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △14,724 664

法人税、住民税及び事業税 △1,292 △360

法人税等調整額 － 282

法人税等合計 △1,292 △77

当期純利益又は当期純損失（△） △13,431 741
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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 25,443 25,443

当期末残高 25,443 25,443

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 10,964 10,964

当期末残高 10,964 10,964

その他資本剰余金   

前期末残高 7,049 7,049

当期末残高 7,049 7,049

資本剰余金合計   

前期末残高 18,014 18,014

当期末残高 18,014 18,014

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 4,133 △9,298

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △13,431 741

当期変動額合計 △13,431 741

当期末残高 △9,298 △8,556

利益剰余金合計   

前期末残高 4,133 △9,298

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △13,431 741

当期変動額合計 △13,431 741

当期末残高 △9,298 △8,556

株主資本合計   

前期末残高 47,591 34,159

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △13,431 741

当期変動額合計 △13,431 741

当期末残高 34,159 34,901
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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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △464 △240

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 224 72

当期変動額合計 224 72

当期末残高 △240 △167

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △139 △85

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 53 △398

当期変動額合計 53 △398

当期末残高 △85 △484

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） － 10

当期変動額合計 － 10

当期末残高 － 10

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △604 △326

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 277 △314

当期変動額合計 277 △314

当期末残高 △326 △641

純資産合計   

前期末残高 46,987 33,833

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △13,431 741

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 277 △314

当期変動額合計 △13,153 427

当期末残高 33,833 34,260
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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 

本日別途公表しております「代表取締役の異動に関するお知らせ」並びに「役員人事および組織

変更等に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

(2）その他 

 当社（存続会社）は、平成21年４月１日をもって子会社でありましたアイ・ティー・テレコム株

式会社（消滅会社）を吸収合併しております。詳細は「４．連結財務諸表、（８）連結財務諸表に

関する注記事項等、（企業結合等関係）」をご参照ください。 
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