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 （注）１. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。 

２. 売上高には消費税等は含まれておりません。  

３. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、第34期は期中平均株価が新株引受権又

は新株予約権の行使価格より低く１株当たり当期純利益金額が希薄化しないため、記載を省略しておりま

す。第34期第３四半期連結累計期間、第34期第３四半期連結会計期間、第35期第３四半期連結累計期間及

び第35期第３四半期連結会計期間は潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため、記載

を省略しております。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第34期

第３四半期連結
累計期間 

第35期
第３四半期連結

累計期間 

第34期
第３四半期連結

会計期間 

第35期 
第３四半期連結 

会計期間 
第34期

会計期間 

自平成20年
４月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成20年
10月１日 

至平成20年 
12月31日 

自平成21年 
10月１日 

至平成21年 
12月31日 

自平成20年
４月１日 

至平成21年 
３月31日 

売上高（百万円）  52,793  40,761  16,614  12,050  75,148

経常利益又は経常損失（△） 

（百万円） 
 2,087  △2,569  852  △1,016  4,628

四半期純損失（△）又は当期純利

益（百万円） 
 △39  △2,184  △463  △880  1,357

純資産額（百万円） － －  32,627  31,176  34,170

総資産額（百万円） － －  51,184  46,051  53,239

１株当たり純資産額（円） － －  992.43  948.28  1,039.25

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は１株当たり当期純利益

金額（円） 

 △1.22  △67.04  △14.23  △27.02  41.67

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －  －  －

自己資本比率（％） － －  63.2  67.1  63.6

営業活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
 7,195  △315 － －  9,663

投資活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
 △5,473  △2,459 － －  △6,340

財務活動によるキャッシュ・フロ

ー（百万円） 
 △1,853  △1,739 － －  △2,208

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ －  12,880  9,646  14,174

従業員数（人） － －  2,281  2,333  2,269
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 当第３四半期連結会計期間において、当社グループが営む営業内容に重要な変更はありません。 

 当第３四半期連結会計期間において、連結子会社であった株式会社ブレイニーワークスを吸収合併したため、連結

の範囲から除外しております。株式会社ISID テクノソリューションズにつきましては、同社の製造業向けソフトウ

ェア販売・技術支援サービス関連事業を譲受け、清算手続中です。また、非連結子会社であった株式会社三喜の名称

を株式会社ISID アシストに変更し、連結子会社としました。 

  

(1）連結会社の状況 

 （注）１． 従業員数は、就業人員について記載しております。 

２． 臨時従業員については、その総数が従業員総数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１． 従業員数は、就業人員について記載しております。 

２． 臨時従業員については、その総数が従業員総数の100分の10未満であるため、記載を省略しております。 

３． 従業員数が当第３四半期会計期間において418人増加しておりますが、その主な理由は、平成21年10月１

日付にて連結子会社であった株式会社ブレイニーワークスを吸収合併したことおよび株式会社ISIDテクノソ

リューションズから事業を譲受けたことによるものであります。  

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年12月31日現在

従業員数（人） 2,333      

  平成21年12月31日現在

従業員数（人） 1,547      
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 主として連結財務諸表提出会社の顧客に導入される情報システム及びそのソフトウェアの稼働時期は、期首及び第

３四半期会計期間期首からとなる場合が多いため、多くの顧客の決算期（年度末）である３月及び第２四半期会計期

間末である９月にシステム開発の完了又はソフトウェアの出荷・納入が集中します。そのため、当社グループの売上

は３月及び９月に集中する傾向があり、当社グループの生産、受注及び販売実績は季節的変動があります。  

(1) 生産実績 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）における生産実績は以下のとおりで

あります。 

 （注）１．ソフトウェア製品アドオン開発及びソフトウェア商品アドオン開発には導入技術支援サービスが含まれてお

ります。 

２．金額は、販売価格に換算して表示しております。 

３．金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2) 受注実績 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）における受注状況は以下のとおりで

あります。 

 （注）１．ソフトウェア製品アドオン開発及びソフトウェア商品アドオン開発には導入技術支援サービスが含まれてお

ります。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

区分 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

受託システム開発  5,009  86.6

ソフトウェア製品アドオン開発   1,831  214.4

ソフトウェア商品アドオン開発   1,972  99.8

合計  8,813  102.3

区分 
受注高 
(百万円) 

前年同四半期比
(％) 

受注残高
(百万円) 

前年同四半期比
(％) 

受託システム開発  4,961  92.9  3,867  119.7

ソフトウェア製品ア

ドオン開発  
 1,136  72.3  1,699  104.6

ソフトウェア商品ア

ドオン開発  
 1,874  106.8  1,817  90.8

合計  7,973  92.0  7,384  107.7
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(3) 販売実績 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）における販売実績は以下のとおりで

あります。 

 （注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．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、以下のとおりであります。 

  

当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

   

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

区分 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

コンサルティングサービス  321  51.3

受託システム開発  3,397  67.4

ソフトウェア製品   1,599  81.5

ソフトウェア商品   4,187  74.8

アウトソーシング・運用保守サービス  1,096  93.8

ITサービス 計  10,603  73.7

情報機器販売・その他  1,447  65.2

情報機器販売・その他 計  1,447  65.2

合計  12,050  72.5

相手先 

前第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

株式会社電通  1,891  11.4  1,582  13.1

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】
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 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

(1)業績の状況  

 当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、世界各国の景気支

援政策等を背景に一部で生産や輸出に持ち直しの兆しが見られる一方、雇用・賃金情勢の低迷、円高の進行等によ

り景気の二番底が懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況が継続しました。 

 かかる状況の下、当社グループは、顧客のビジネスを強化するシステムの構築やコスト削減／業務効率向上のた

めのシステム導入など、顧客にとって優先度の高い課題に対する提案活動を積極的に展開いたしました。また、ソ

リューションの競争優位性をより強固なものとするため、研究開発の推進、子会社であった株式会社ブレイニーワ

ークスならびに株式会社ISIDテクノソリューションズとの事業統合、アウトソーシング・運用保守専業の株式会社

ISIDアドバンストアウトソーシングの事業開始、株式会社ビットアイルとの資本・業務提携などの施策を実施いた

しました。 

 しかしながら、当社グループの主要顧客業種である金融業、製造業、サービス業においては、一部の企業にIT投

資を積極的に継続する動きがあるものの、全体としては昨年度下期以降のIT投資抑制傾向に大きな変化は見られ

ず、当社グループの受注は非常に厳しい水準で推移しました。 

 これらの結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は 百万円（前年同期比72.5%）と、前年同期に比べ大幅

な減収となりました。 

 利益面は、減収に加え、コンサルティングサービスならびに受託システム開発の売上総利益率の低下により、売

上総利益が前年同期比減少しました。一方、販売費及び一般管理費は、社内システムの稼働開始に伴う減価償却費

の増加等で前年同期比増加したことにより、当第３四半期連結会計期間の営業損失は 百万円（前年同期は営業

利益 百万円）、経常損失は 百万円（前年同期は経常利益 百万円）、四半期純損失は 百万円（前

年同期は四半期純損失 百万円）と、前年同期に比べ大幅減益となりました。 

 当社グループのサービス品目別売上高の状況は以下のとおりです。 

  

コンサルティングサービス321百万円（前年同期比51.3%） 

 製造業向け設計開発分野のコンサルティングを中心に前年同期比減収となりました。 

  

受託システム開発3,397百万円（前年同期比67.4%） 

 金融業およびサービス業の主要顧客向けを中心に前年同期比減収となりました。 

  

ソフトウェア製品（保守、アドオン開発・導入技術支援サービスを含む）1,599百万円（前年同期比81.5%） 

 連結会計分野、人事管理分野の売上は堅調に推移しましたが、金融業ならびに製造業の設計開発分野向けが、

ライセンス販売を中心に前年同期比減収となりました。 

  

ソフトウェア商品（保守、アドオン開発・導入技術支援サービスを含む）4,187百万円（前年同期比74.8%） 

 製造業の設計開発分野向けのライセンス販売および導入技術支援サービス、基幹業務システム（ERP）分野のア

ドオン開発・導入技術支援サービスが前年同期比減収となりました。 

  

アウトソーシング・運用保守サービス1,096百万円（前年同期比93.8%） 

 主としてサービス業の主要顧客向けが前年同期比減少しました。 

  

情報機器販売・その他1,447百万円（前年同期比65.2%） 

 金融業向けを中心に前年同期比減少しました。    

(2)キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第２四半

期連結会計期間末と比較して1,759百万円減少し、9,646百万円となりました。 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

12,050

△994

709 △1,016 852 △880

△463
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 当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・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)  

 売上債権の減少（2,516百万円）、前渡金の減少（878百万円）や減価償却費（816百万円）、固定資産除却損

（251百万円）、のれん償却額（103百万円）の計上等があった一方、税金等調整前四半期純損失（ 百万円）

の計上やたな卸資産の増加（△1,444百万円）、仕入債務の減少（△1,199百万円）、未払費用の減少（△888百万

円）、前受金の減少（△435百万円）等があった結果、資金は661百万円の減少となりました。 

 前年同期との比較においては、税金等調整前四半期純損失の増加（△1,362百万円）、のれん償却額の減少

（△799百万円）、売上債権の回収額の減少（△561百万円）、仕入債務の減少（△369百万円）、たな卸資産の増加

（△186百万円）等による資金の減少が、前受金の減少額の縮小（576百万円）、法人税等の支払額の減少（512百万

円）、前渡金の減少（311百万円）、未払費用の減少額の縮小（256百万円）等による資金の増加を上回ったことな

どにより、1,623百万円の資金減少となりました  

(投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 ソフトウエア等の無形固定資産の取得による支出（△396百万円）、定期預金の預入による支出（△263百万円）

等による資金の減少が、貸付金の回収による収入（201百万円）等による資金の増加を上回ったことなどにより、資

金は470百万円の減少となりました。 

 前年同期との比較においては、貸付けによる支出の減少（398百万円）、ソフトウエア等の無形固定資産の取得に

よる支出の減少（261百万円）、貸付金の回収による収入（201百万円）、投資有価証券の取得による支出の減少

（147百万円）等により、1,095百万円の資金増加となりました。  

(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

リース債務の返済による支出（△372百万円）、配当金の支払（△325百万円）により、資金は697百万円の減少と

なりました。 

前年同期との比較においては、リース債務の返済による支出（△17百万円）により、17百万円の資金減少となり

ました。  

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題  

 当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。  

(4)研究開発活動  

 当第３四半期連結会計期間における研究開発活動の金額は265百万円です。 

 当社グループは、平成21年３月期から平成23年３月期までの３カ年を対象とした中期経営計画において、ISIDグ

ループならではの独自ソリューションを創出するため、積極的に研究開発・製品開発投資を実行する計画としてお

ります。当第３四半期連結会計期間におきましては、人事管理システムのリニューアル開発、製造業向け製品開発

プロセス 適化システムの機能強化、地域金融機関向けソリューションBANK・R（バンクアール）の新規モジュール

および関連サービスの開発などを実施しております。 

(5)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し  

 当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因は、平成21年３月期 有価証券報告書の「４．事業等のリス

ク」に記載の通りであり、重要な変更はありません。 

 

 当社グループは、平成23年３月期を 終年度とする３カ年の中期経営計画を推進しております。本３カ年におい

て、経営基盤の整備を進めるとともに、新たなソフトウェア製品の開発等を通して同業他社とは異なるポジション

を築く「個性化」を図り、強いISIDグループを実現することを目指しております。 

 

 当第３四半期連結会計期間における主な活動は以下の通りです。 

・株式会社ブレイニーワークスを10月１日付で吸収合併したことを機に、当社と同社の地域金融機関向けソリュー

ションを統合。ソリューション名を「BANK・R（バンクアール）」とし、10月16日から提供を開始しました。統

合により、地域金融機関の顧客数は約100行となりました。 

  

・クラウドコンピューティングビジネスに本格参入するため、10月１日付けで、クラウドビジネス推進室を設置し

ました。  

  

△1,279
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・SAPジャパン株式会社のSAP Business All-in-Oneソリューションを採用した、基幹業務向けクラウドコンピュー

ティングサービス「ビジネス・アクセル for SAP ERP」を提供することを11月18日に発表しました。SAP 

Business All-in-Oneソリューションによる月額利用サービスの提供は、日本を含むアジアで初めてとなりま

す。 

  

・グループ内の管理間接業務を効率化するため、子会社である株式会社三喜を株式会社ISIDアシストに名称変更

し、グループ内の管理間接業務の受託会社として10月１日から事業を開始しました。 

  

・その他、(4)研究開発活動に記載のとおり、新規ソリューションの開発を実施しました。 

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析  

① 資産  

 当第３四半期連結会計期間末における資産の部は、主として受取手形及び売掛金の減少（△2,513百万円）、預

け金の減少（△1,773百万円）、前渡金の減少（△877百万円）や仕掛品の増加（1,369百万円）により流動資産が

3,910百万円減少した一方、繰延税金資産の増加（1,142百万円）や有形固定資産の減少（△287百万円）、貸付金

の減少（△201百万円）、ソフトウエアの減少（△197百万円）、投資有価証券の減少（△191百万円）、償却によ

るのれんの減少（△103百万円）、無形リース資産の減少（△63百万円）等により固定資産が59百万円増加した結

果、第２四半期連結会計期間末の49,903百万円から3,852百万円減少し、 百万円となりました。  

② 負債  

 当第３四半期連結会計期間末における負債の部は、主として支払手形及び買掛金の減少（△1,210百万円）、未

払費用の減少（△931百万円）、前受金の減少（△436百万円）や預り金の増加（287百万円）により流動負債が

2,393百万円減少したことに加えて、主としてリース債務の減少（△227百万円）により固定負債が230百万円減少

した結果、第２四半期連結会計期間末の17,498百万円から2,624百万円減少し、 百万円となりました。  

③ 純資産  

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の部は、主として四半期純損失の計上（△880百万円）と中間配当

金の支払（△325百万円）による利益剰余金の減少（△1,164百万円）及び為替・時価変動による評価・換算差額

等の減少（△52百万円）に伴い、第２四半期連結会計期間末の32,405百万円から1,229百万円減少し、 百万

円となりました。  

④ キャッシュ・フロー  

 当社グループの資金状況は、上記の「(2)キャッシュ・フローの状況」に記載のとおり、営業活動において661

百万円の減少、投資活動において470百万円の減少、財務活動において697百万円の減少となりました。この結

果、当第３四半期連結会計期間末における資金は、第２四半期連結会計期間末11,405百万円より1,759百万円減少

し、9,646百万円となりました。  

(7)経営者の問題認識と今後の方針について  

 昨年度下半期以降、急速に冷え込んだ企業のIT投資は、平成22年度上半期までは厳しい水準で推移するものと思

われます。また、企業がIT投資に求める費用対効果は、今後さらに厳しくなると予想しております。 

  

 このような事業環境において、当社グループといたしましては、業績の拡大に向け、当社グループの独自性を発

揮し、顧客にとって真に付加価値が高いソリューションを提供していく所存です。当社グループは中期経営計画に

おいて、テーマに「Customer Business Innovator（顧客のビジネスを、顧客とともに革新する）」を掲げ、顧客の

競争力の強化を支援し、顧客の進化を加速するソリューションの提供者となることを目指しております。この計画

に基づき、新たなソリューションの開発、M&A、事業提携などの施策を実行しており、今後も積極的に推進してまい

ります。 

  

 加えて、当社グループの収益性の向上、ならびに安定的事業基盤の拡充につきましても、更なる施策を講じてま

いります。 

  

 収益性の向上については、事業部門において技術者１人当たりの生産性の向上と、開発業務におけるオフショア

の活用拡大など原価低減活動に取り組みます。また、管理間接部門についても効率化を推進します。これら事業部

門の生産性向上や管理間接部門の業務効率向上を実現するため、人員の再配置、転籍および早期退職プログラムの

導入など人事施策も実行してまいります。 

  

46,051

14,874

31,176
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 安定的事業基盤の拡充については、当社グループはこれまでも、アウトソーシング・運用保守を専業とする株式

会社ISIDアドバンストアウトソーシングの設立や、都市型データセンターを運営する株式会社ビットアイルとの資

本・業務提携、さらには当社におけるクラウドビジネス推進室の設置など、事業基盤の整備に注力してまいりまし

た。今後もM&Aなどの推進によりさらに強固な事業基盤を構築していくとともに、これらを活用したビジネスを積極

的に展開し、事業環境の急激な変化にも耐えうる厚みのある事業構造を目指します。 
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(1）主要な設備の状況 

 当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却

等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計

画はありません。 

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成22年２月１日から当四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は含まれておりません。 

  

① 旧商法第280条ノ19の規定に基づき付与した新株引受権は、次のとおりであります。 

 （注）１ 権利付与日以降、当社が株式の分割又は併合を行う場合、未行使の新株引受権の目的たる株式の数は、次の

算式により調整される。調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。ただし、平成13年５月15日開催の

当社取締役会決議に基づく株式の分割（１株を1.1株に分割）については、かかる調整は行わないものとす

る。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式  98,000,000

計  98,000,000

種類 
第３四半期会計期間末現在 

発行数(株) 
（平成21年12月31日） 

提出日現在
発行数(株) 

（平成22年２月10日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容

普通株式  32,591,240  32,591,240
 東京証券取引所 

 市場第一部 

単元株式数 

100株 

計  32,591,240  32,591,240 ― ― 

（２）【新株予約権等の状況】

株主総会の特別決議日（平成13年６月28日）

  
第３四半期会計期間末現在 
（平成21年12月31日） 

新株予約権の数（個）                    ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）                   ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）                50,000 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）                 5,843 (注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成15年７月１日 

至 平成23年６月28日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

          発行価額  5,843 (注)２ 

          資本組入額 2,922 

新株予約権の行使の条件                    (注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項                    (注)３ 

代用払込みに関する事項                  ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                  ― 
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２ 当社が株式の分割又は併合を行う場合には、発行価額は、次の算式により調整される。調整により生じる１

円未満の端数は切り上げる。ただし、平成13年５月15日開催の当社取締役会決議に基づく株式の分割（１株

を1.1株に分割）については、かかる調整は行わないものとする。 

なお、平成14年５月15日開催の当社取締役会において、平成14年11月20日付をもって、当社普通株式１株に

つき２株の割合をもって株式の分割を行うに伴い、前述の算式により発行価額の調整を行い、平成14年10月

１日以降、調整後発行価額を5,843円とする。 

また、当社が時価を下回る払込金額で新株を発行する場合（転換社債の転換、新株引受権証券及び旧商法第

280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。）、発行価額は次の算式により調整される。調

整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

３ 権利行使の条件 

(1) 新株引受権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 

(2) 権利付与日以降、当社が、他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、株式交換もしくは株式移転を行

う場合又は会社分割を行う場合、その他今後の法律改正等によりこれらの場合に類して調整を必要とする

やむを得ない事由が生じた場合は、必要 小限かつ合理的な範囲で付与株式数、発行価額、行使期間その

他の条件の調整もしくは新株引受権行使の制限を行い、または、未行使の新株引受権を失効させることが

できるものとする。 

(3) 新株引受権を付与された者（以下「被付与者」という。）が死亡した場合、相続人が新株引受権を行使す

ることができる。また、被付与者は当社の取締役又は従業員の地位を喪失した場合にも新株引受権を行使

することができる。ただし、いずれの場合も下記(4)記載の「新株引受権付与契約」に定める条件によ

り、その行使可能な付与株式数及び行使可能な期間等について制限されることがある。 

(4) 上記の他、新株引受権の喪失事由、新株引受権の行使の条件その他の細目については、平成13年６月28日

開催の第26回定時株主総会決議及び当社取締役会決議に基づき、当社と付与の対象者との間で締結する

「新株引受権付与契約」（平成13年９月６日）に定めるところによる。 

② 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

調整後発行価額＝ 調整前発行価額×
１ 

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後発行価額＝調整前発行価額×
新規発行前の株価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

株主総会の特別決議日（平成14年６月25日）

  
第３四半期会計期間末現在 
（平成21年12月31日） 

新株予約権の数（個）                  600 (注)１ 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）                  ― 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）                60,000 (注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額（円）            １株当たり1,700 (注)２ 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年６月26日 

至 平成24年６月25日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

          発行価格 1,700 

          資本組入額 850 

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

するものとする。 

代用払込みに関する事項                  ― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                  ― 
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 （注）１ 新株予約権１個当たりの目的たる株式の数は100株とする。なお、新株予約権を発行する日（以下「発行

日」という。）以降、当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し

（１株未満の端数は切り捨て）、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使

または消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。当該調整後付与株式数を適用する日について

は、２ (2) ①の規定を準用する。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする

事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数

を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使または消却されていな

い新株予約権の総数を乗じた数とする。 

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を

新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下「新株予約権者」という。）に公告または通

知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができない場合には、以後速やかに

公告または通知するものとする。 

２ 新株予約権の発行日以降、次の(1)の①または②の事由が生ずる場合、払込金額（以下「払込価額」とい

う。）は、それぞれ次に定める算式（以下「払込価額調整式」という。）により、調整されるものとし、調

整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。 

(1) ① 当社普通株式の分割または併合が行われる場合 

② 当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使、

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く。）を行う場合 

ａ 払込価額調整式に使用する「新規発行前の１株当たりの時価」は、下記（2）に定める「調整後払

込価額を適用する日」（以下「適用日」という。）に先立つ45取引日目に始まる30取引日における

東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値

（終値のない日を除く。）とする。なお、「平均値」は、円単位未満小数第２位まで算出し、小数

第２位を四捨五入する。 

ｂ 払込価額調整式に使用する「既発行株式数」は、株主割当日がある場合はその日、その他の場合は

適用日の１ヶ月前の日における当社の発行済株式数から当社が当該日において自己株式として保有

している当社普通株式の総数を控除した数とする。 

ｃ 自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たり払

込金額」を「１株当たり譲渡金額」に、「新規発行前の１株当たりの時価」を「自己株式処分前の

１株当たりの時価」に、それぞれ読み替えるものとする。 

(2) 調整後払込価額を適用する日は、次に定めるところによる。 

① 上記（1）①に従い調整を行う場合の調整後払込価額は、株式分割の場合は、株主割当日の翌日以

降、株式併合の場合は、旧商法第215条第１項に規定する一定の期間満了の日の翌日以降、これを適

用する。ただし、配当可能利益の資本組入れに関する議案が当社定時株主総会において承認されるこ

とを条件として株式の分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための

株主割当日とする場合は、調整後払込価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、これを適用す

る。 

なお、上記ただし書に定める場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該株主総会の

終結の日までに新株予約権を行使した（係る新株予約権の行使により発行または移転される株式の数

を、以下「分割前行使株式数」という。）新株予約権者に対しては、次に定める算式により算出され

る株式数につき、当社普通株式を新規発行する。この場合に１株未満の端数を生ずるときは、これを

切り捨てるものとする。 

② 上記（1）②に従い調整を行う場合の調整後払込価額は、払込期日の翌日以降（株主割当日がある場

合は当該割当日の翌日以降）、これを適用する。 

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額×
１ 

分割・併合の比率

  
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額 

調整後払込価額＝調整前払込価額×
新規発行前の１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 

新規発行株式数 ＝ 
(調整前払込価額－調整後払込価額)×分割前行使株式数 

調整後払込価額 
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(3) 上記（1）①及び②に定める場合の他、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合等、払込価額

の調整を必要とする事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理

的な範囲で払込価額を調整するものとする。 

(4) 払込価額の調整を行うときは、当社は調整後払込価額を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約

権者に公告または通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告または通知を行うことができない場

合には、以後速やかに公告または通知するものとする。 

  

該当事項はありません。 

  

  

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。 

  

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成21年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

①【発行済株式】 

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が20株含まれております。 

  

②【自己株式等】 

  

（３）【ライツプランの内容】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成21年10月１日～ 

平成21年12月31日  
 －  32,591,240  －  8,180  －  15,285

（５）【大株主の状況】

（６）【議決権の状況】

  平成21年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － －  － 

議決権制限株式（その他） － －  － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

 普通株式      7,700
－  － 

完全議決権株式（その他） 普通株式   32,537,400  325,374 － 

単元未満株式  普通株式     46,140 － － 

発行済株式総数  32,591,240 － － 

総株主の議決権 －  325,374 － 

  平成21年12月31日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義

所有株式数(株) 
他人名義

所有株式数(株) 
所有株式数の 
合計(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

（自己保有株式） 

株式会社電通国際

情報サービス 

東京都港区港南 

2-17-1 
 7,700 －  7,700  0.02

計 －  7,700 －  7,700  0.02
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【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

  

  

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

高（円）  547  523  656  624  590  647  651  586  564

低（円）  481  483  499  559  550  565  577  504  515

３【役員の状況】

新役名 旧役名 新担当 旧担当 氏名 異動年月日 

専務取締役 専務取締役 

チーフ・カスタマー・オフ

ィサー(CCO)、営業統括、カ

スタマー・リレーションシ

ップ・ディレクター(CRD)、

ビジネスイノベーション本

部担当、ビジネスイノベー

ション本部長委嘱、（株式

会社ISIDアドバンストアウ

トソーシング代表取締役） 

チーフ・カスタマー・オフ

ィサー(CCO)、営業統括、カ

スタマー・リレーションシ

ップ・ディレクター(CRD)、

ビジネスイノベーション本

部・金融ソリューション事

業部担当、ビジネスイノベ

ーション本部長委嘱、（株

式会社ISIDアドバンストア

ウトソーシング代表取締

役） 

福山 章弘 平成21年10月1日

専務取締役 取締役 

カスタマー・リレーション

シップ・ディレクター

(CRD)、特命事項担当、（株

式会社ISIDテクノソリュー

ションズ代表取締役社長） 

特命事項担当、（株式会社

ブレイニーワークス代表取

締役社長、株式会社ISIDテ

クノソリューションズ代表

取締役社長） 

岩田 晴夫 平成21年10月1日

専務取締役 専務取締役 

チーフ・リソーセズ・オフ

ィサー(CRO)、カスタマー・

リレーションシップ・ディ

レクター(CRD)、エンタープ

ライズソリューション事業

部・ビジネスソリューショ

ン事業部担当 

チーフ・リソーセズ・オフ

ィサー(CRO)、カスタマー・

リレーションシップ・ディ

レクター(CRD)、エンタープ

ライズソリューション事業

部・ビジネスソリューショ

ン事業部・製造ソリューシ

ョン事業部担当 

市川 建志 平成21年10月1日

常務取締役 常務取締役 

チーフ・アドミニストレー

ティブ・オフィサー(CAO)、

管理本部・西日本支社担

当、（株式会社ISIDアシス

ト代表取締役社長） 

チーフ・アドミニストレー

ティブ・オフィサー(CAO)、

管理本部・西日本支社担当 上原 伸夫 平成21年10月1日

取締役 取締役 

グループ会社統括、経営計

画室・コーポレートコミュ

ニケーション室・統合リス

ク管理室・事業推進本部担

当 

グループ会社統括、コーポ

レートＩＴ室・経営計画

室・コーポレートコミュニ

ケーション室・統合リスク

管理室・事業推進本部担当 

梅沢 幸之助 平成21年10月1日

取締役 取締役 

製造ソリューション事業部

担当、製造ソリューション

事業部長委嘱、ビジネスイ

ノベーション本部担当補佐 

製造ソリューション事業部

長委嘱、ビジネスイノベー

ション本部担当補佐 
吉本 敦 平成21年10月1日
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新役名 旧役名 新担当 旧担当 氏名 異動年月日 

取締役 取締役 

金融ソリューション事業部

担当、金融ソリューション

事業部長委嘱 

金融ソリューション事業部

長委嘱 小林 明 平成21年10月1日

取締役 取締役 

（株式会社電通執行役員ビ

ジネス統括局長、ビーコン 

コミュニケーションズ株式

会社社外取締役、株式会社

電通デジタル・ホールディ

ングス社外取締役） 

（株式会社電通執行役員ビ

ジネス統括局長、ビーコン 

コミュニケーションズ株式

会社社外取締役） 
岩上 和道 平成22年1月5日 
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から

平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第３四半期連結会計期間（平成

21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日

まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

  なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法人トーマツ

となっております。 

  

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,087 3,330

受取手形及び売掛金 7,979 13,429

商品及び製品 83 28

仕掛品 ※2  2,926 884

原材料及び貯蔵品 14 16

前渡金 3,331 3,775

預け金 6,887 10,940

その他 2,123 1,926

貸倒引当金 △44 △38

流動資産合計 26,388 34,293

固定資産   

有形固定資産 ※1  6,021 ※1  6,034

無形固定資産   

のれん 691 1,002

その他 4,890 5,594

無形固定資産合計 5,581 6,597

投資その他の資産   

投資その他の資産 8,062 6,319

貸倒引当金 △1 △5

投資その他の資産合計 8,060 6,314

固定資産合計 19,663 18,945

資産合計 46,051 53,239

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,533 5,881

未払法人税等 110 1,451

前受金 4,745 4,238

受注損失引当金 ※2  330 －

その他 4,322 5,555

流動負債合計 13,042 17,126

固定負債   

役員退職慰労引当金 63 63

その他 1,768 1,878

固定負債合計 1,832 1,942

負債合計 14,874 19,068
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,180 8,180

資本剰余金 15,285 15,285

利益剰余金 7,852 10,645

自己株式 △28 △28

株主資本合計 31,290 34,083

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △132 26

繰延ヘッジ損益 5 10

為替換算調整勘定 △263 △258

評価・換算差額等合計 △391 △221

少数株主持分 278 308

純資産合計 31,176 34,170

負債純資産合計 46,051 53,239

2010/02/12 21:35:5009619386_第３四半期報告書_20100212213505

- 19 -



（２）【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 52,793 40,761

売上原価 36,624 28,807

売上総利益 16,168 11,953

販売費及び一般管理費 ※1  14,289 ※1  14,659

営業利益又は営業損失（△） 1,879 △2,706

営業外収益   

受取利息 84 47

受取配当金 29 31

持分法による投資利益 19 －

為替差益 108 82

雑収入 50 39

営業外収益合計 293 201

営業外費用   

支払利息 57 50

持分法による投資損失 － 6

投資事業組合運用損 19 －

雑損失 7 6

営業外費用合計 84 64

経常利益又は経常損失（△） 2,087 △2,569

特別利益   

投資有価証券売却益 4 －

受取和解金 － 151

特別利益合計 4 151

特別損失   

固定資産売却損 0 3

固定資産除却損 9 478

リース解約損 － 0

投資有価証券評価損 25 0

会員権評価損 － 10

のれん一時償却 ※3  748 －

事業再編損 － ※4  299

関係会社事業損失 ※5  104 －

事務所移転費用 － 53

ソフトウエア評価損 ※6  45 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 50 －

損害賠償金 － 6

特別退職金 1 －

その他 0 －

特別損失合計 986 851

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

1,105 △3,270
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

法人税、住民税及び事業税 ※7  681 ※7  108

過年度法人税等 － △70

法人税等調整額 ※7  427 ※7  △1,093

法人税等合計 1,108 △1,055

少数株主利益又は少数株主損失（△） 36 △30

四半期純損失（△） △39 △2,184
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 16,614 12,050

売上原価 11,361 8,348

売上総利益 5,252 3,702

販売費及び一般管理費 ※1  4,543 ※1  4,696

営業利益又は営業損失（△） 709 △994

営業外収益   

受取利息 28 13

受取配当金 0 10

持分法による投資利益 4 2

為替差益 117 －

雑収入 12 7

営業外収益合計 165 33

営業外費用   

支払利息 18 17

投資事業組合運用損 1 0

為替差損 － 37

雑損失 2 2

営業外費用合計 21 56

経常利益又は経常損失（△） 852 △1,016

特別利益   

投資有価証券売却益 4 －

事業再編損戻入益 － ※3  0

特別利益合計 4 0

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 3 251

リース解約損 － 0

投資有価証券評価損 20 0

会員権評価損 － 10

のれん一時償却 ※4  748 －

事務所移転費用 － 0

特別退職金 0 －

特別損失合計 773 263

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

83 △1,279

法人税、住民税及び事業税 ※5  57 ※5  48

過年度法人税等 － △1

法人税等調整額 ※5  490 ※5  △434

法人税等合計 547 △387

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △11

四半期純損失（△） △463 △880
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,105 △3,270

減価償却費 2,364 2,424

のれん償却額 1,209 311

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 8

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 330

受取利息及び受取配当金 △114 △79

支払利息 57 50

持分法による投資損益（△は益） △9 6

関係会社事業損失 104 －

固定資産除却損 9 478

ソフトウエア評価損 45 －

受取和解金 － △151

事業再編損失 － 299

事務所移転費用 － 53

損害賠償損失 － 6

リース会計基準の適用に伴う影響額 50 －

投資有価証券売却損益（△は益） △4 －

投資有価証券評価損益（△は益） 25 0

会員権評価損 － 10

売上債権の増減額（△は増加） 8,465 5,441

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,095 △2,098

前渡金の増減額（△は増加） △438 428

仕入債務の増減額（△は減少） △2,272 △2,325

未払費用の増減額（△は減少） △1,361 △1,010

前受金の増減額（△は減少） 1,577 533

未払消費税等の増減額（△は減少） △349 △361

その他 319 47

小計 9,700 1,134

利息及び配当金の受取額 112 95

利息の支払額 △57 △51

受取和解金の受取額 － 151

事業再編による支出 － △186

事務所移転費用の支払額 － △53

損害賠償金の支払額 － △6

法人税等の支払額 △2,559 △1,399

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,195 △315
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △325 △485

定期預金の払戻による収入 － 248

有価証券の償還による収入 50 －

有形固定資産の取得による支出 △2,210 △327

無形固定資産の取得による支出 △2,501 △939

投資有価証券の取得による支出 △160 △1,229

投資有価証券の売却による収入 8 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △6

貸付けによる支出 △403 △14

貸付金の回収による収入 2 202

敷金及び保証金の差入による支出 △13 △43

敷金及び保証金の回収による収入 101 113

その他 △19 23

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,473 △2,459

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △1,201 △1,087

配当金の支払額 △651 △651

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,853 △1,739

現金及び現金同等物に係る換算差額 △141 △52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △272 △4,565

現金及び現金同等物の期首残高 13,153 14,174

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 38

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  12,880 ※1  9,646
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 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  該当事項はありません。 

  

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1)連結の範囲の変更 

  当第３四半期連結会計期間において、株式会社ISIDアシストは重要性が

増したため、連結の範囲に含めております。なお、株式会社三喜は、名称

変更により、平成21年10月１日をもって株式会社ISIDアシストとなってお

ります。 

  また、第１四半期連結会計期間においてISI-Dentsu South East Asia

(Malaysia) Sdn. Bhd.の株式をすべて売却したため、第２四半期連結会計

期間においてISID Finance of America, Inc.は清算手続きが完了したため

および当第３四半期連結会計期間において株式会社ブレイニーワークスを

吸収合併したため、連結の範囲から除外しております。 

(2)変更後の連結子会社の数 

  11社 

２．持分法の適用に関する事項の変更 該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事

項の変更 

 連結子会社のうち、株式会社ISIDテクノソリューションズは清算手続開

始のため、決算日を３月31日から12月１日に変更しております。 

 四半期連結財務諸表の作成に際しては、四半期連結決算日現在で本決算

に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。 

４．会計処理基準に関する事項の変更 売上高及び売上原価の計上基準の変更 

  受注制作のソフトウエア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おりましたが、「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）を第１四半

期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した契約か

ら、当第３四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる契約については工事進行基準（契約の進捗率の見積りは原価比

例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。 

  これにより、売上高は360百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金等

調整前四半期純損失は、それぞれ134百万円減少しております。 

【表示方法の変更】

当第３四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日  
 至 平成21年12月31日） 

 （四半期連結貸借対照表） 

損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産については、従来、これに対応する受注損失引当金と相殺して表示し

ておりましたが、「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）を第１四半期連結会計期間より適用

し、たな卸資産と受注損失引当金は、相殺せずに両建てで表示することといたしました。 

なお、当第３四半期連結会計期間末のたな卸資産、受注損失引当金を前第３四半期連結会計期間末における方法に

よって表示した場合の金額は、仕掛品2,598百万円、受注損失引当金２百万円であります。   

【簡便な会計処理】

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※２ 損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産と受注

損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しておりま

す。 

損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産

のうち、受注損失引当金に対応する額は327百万円

（うち仕掛品327百万円）であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 百万円6,572

──────   

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 百万円5,694

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12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

以下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

以下のとおりであります。  

従業員給与 百万円4,311 従業員給与 百万円4,693

２ 主として連結財務諸表提出会社の顧客に導入される情

報システム及びそのソフトウエアの稼働時期は、期首及

び第３四半期会計期間期首からとなる場合が多いため、

多くの顧客の決算期（年度末）である３月及び第２四半

期会計期間末である９月にシステム開発の完了又はソフ

トウエアの出荷・納入が集中します。そのため、当社グ

ループの売上は３月及び９月に集中する傾向があり、当

社グループの売上高は季節的変動があります。  

２           同左  

※３ のれん一時償却は、当第３四半期連結累計期間の当

社の個別財務諸表において、関係会社株式の減損処理を

行ったことによるものであります。 

────── 

  

────── ※４ 事業再編損の内訳は以下のとおりであります。 

合併・事業譲受に伴う支出額 百万円189

合併・事業譲受に伴う支出見込額 百万円59

在外子会社清算に伴う為替換算調

整勘定取崩損 
百万円51

※５ 関係会社事業損失は、子会社における事業の再編等

に伴う費用であります。 

────── 

※６ ソフトウエア評価損は、当第３四半期連結累計期間

において販売開始時の総見込販売収益を見直した結果、

総見込販売収益の著しい減少が見込まれたため、当該ソ

フトウエアの経済価値の減少部分を一時の損失として計

上したものであります。  

────── 

※７ 第３四半期連結累計期間に係る法人税、住民税及び

事業税並びに法人税等調整額は、当期において予定して

いるプログラム等準備金の取崩しを前提として、当第３

四半期連結累計期間に係る金額を計算しております。 

※７          同左   
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前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12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

以下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

以下のとおりであります。 

従業員給与 百万円1,422 従業員給与 百万円1,501

２ 主として連結財務諸表提出会社の顧客に導入される情

報システム及びそのソフトウエアの稼働時期は、期首及

び第３四半期会計期間期首からとなる場合が多いため、

多くの顧客の決算期（年度末）である３月及び第２四半

期会計期間末である９月にシステム開発の完了又はソフ

トウエアの出荷・納入が集中します。そのため、当社グ

ループの売上は３月及び９月に集中する傾向があり、当

社グループの売上高は季節的変動があります。  

２           同左   

────── ※３ 事業再編損戻入益の内訳は以下のとおりでありま

す。 

合併・事業譲受に伴う支出額 百万円43

合併・事業譲受に伴う支出見込額

戻入 
百万円44

※４ のれん一時償却は、当第３四半期連結会計期間の当

社の個別財務諸表において、関係会社株式の減損処理を

行ったことによるものであります。 

────── 

※５ 第３四半期連結会計期間に係る法人税、住民税及び

事業税並びに法人税等調整額は、当期において予定して

いるプログラム等準備金の取崩しを前提として、当第３

四半期連結会計期間に係る金額を計算しております。 

※５          同左  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係  

（平成20年12月31日現在） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係  

（平成21年12月31日現在） 

現金及び預金 百万円2,845

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
百万円△247

有価証券 百万円997

預け金 百万円9,284

現金及び現金同等物 百万円12,880

現金及び預金  百万円3,087

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金  
百万円△328

預け金  百万円6,887

現金及び現金同等物  百万円9,646
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当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至

平成21年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

２．自己株式の種類及び株式数 

３．配当に関する事項 

  配当金支払額  

  

 前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 当社グループは、コンサルティングサービス、受託システム開発、ソフトウェア製品・商品の販売、アウトソ

ーシング・運用保守サービス、情報機器の販売等の情報サービス事業を展開しており、単一事業のため、事業の

種類別セグメント情報は記載しておりません。 

  

 前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12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。  

 前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 

至 平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

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

  

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）において、その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営

において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるものはありませ

ん。  

  

当第３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）において、対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、

事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められるもの

はありません。  

  

（株主資本等関係）

普通株式 32,591千株

普通株式 7千株

  
（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 配当の原資

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  325  10.00 平成21年３月31日 平成21年６月25日 利益剰余金 

平成21年11月９日 

取締役会 
普通株式  325  10.00 平成21年９月30日 平成21年12月10日 利益剰余金 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）
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当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

 該当事項はありません。 

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 該当事項はありません。 

  

（ストック・オプション等関係）
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当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

共通支配下の取引等 

（株式会社ブレイニーワークスとの合併）  

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要及び効力発生日 

(1)結合当事企業の名称及びその事業の内容 

(2)企業結合の法的形式 

株式会社電通国際情報サービスを存続会社、株式会社ブレイニーワークスを消滅会社とする吸収合併  

(3)結合後企業の名称 

株式会社電通国際情報サービス 

(4)取引の目的を含む取引の概要 

地域金融機関向けソリューションや会計・人事などのソリューションの強化を目的として高度化する顧客

のビジネス課題に応え、また、重複する管理部門の効率化によりグループ経営の効率向上を図るため、完全

子会社である株式会社ブレイニーワークスを吸収合併するものであります。 

(5)効力発生日 

平成21年10月１日  

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 平成15年10月31日公表分）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 終改正平成19年11月15日公

表分）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。  

  

（株式会社ISIDテクノソリューションズからの事業譲受け）  

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的

を含む取引の概要及び事業譲受け日 

(1)対象となった事業の名称及びその事業の内容 

(2)企業結合の法的形式  

  株式会社ISIDテクノソリューションズを譲渡会社、株式会社電通国際情報サービスを譲受会社とする事業

譲受け  

(3)結合後企業の名称 

  株式会社電通国際情報サービス 

(4)取引の目的を含む取引の概要 

完全子会社である株式会社ISIDテクノソリューションズの主たる事業である製造業向けソフトウエア販

売・技術支援サービス等を取り巻く事業環境は、特に金型・生産準備関連領域において、前第３四半期連

結会計期間以降厳しさを増しており、同社単独での事業の早期回復を見込むことが厳しいと判断いたしま

した。この結果、同社の顧客等への影響を発生させないことを 優先に同社の事業譲受けを実施し、同社

のノウハウ等を取り込んだ製造業向け設計開発分野のソリューションとして再構築を図ることといたしま

した。 

(5)事業譲受け日 

平成21年10月１日  

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 平成15年10月31日公表分）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 終改正平成19年11月15日公

表分）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。 

（企業結合等関係）

  合併存続会社  合併消滅会社  

名称  株式会社電通国際情報サービス 株式会社ブレイニーワークス 

事業の内容  

コンサルティング、システム開発、パッ

ケージソフトウエアの開発・販売、運用

保守サービス他 

パッケージソフトウエアの開発・販売、

システム開発他 

事業の名称  株式会社ISIDテクノソリューションズの全事業 

事業の内容 製造業向けソフトウエア販売・技術支援サービス等 
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純損失金額 

 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注） １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間末 
（平成21年12月31日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭  948 28 １株当たり純資産額 円 銭  1,039 25

前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純損失金額     円22銭  1 １株当たり四半期純損失金額 円 銭  67 4

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

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株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため、記載しておりません。 

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日） 

四半期純損失（△）（百万円）  △39  △2,184

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純損失（△）（百万円）  △39  △2,184

普通株式の期中平均株式数（千株）  32,583  32,583

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があ

ったものの概要 

─────  ─────  

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり四半期純損失金額      円 銭  14 23 １株当たり四半期純損失金額 円 銭  27 2

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

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株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

失であるため、記載しておりません。 

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

四半期純損失（△）（百万円）  △463  △880

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純損失（△）（百万円）  △463  △880

普通株式の期中平均株式数（千株）  32,583  32,583

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があ

ったものの概要 

─────  ─────  
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  当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  

第35期（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）中間配当については、平成21年11月９日開催の取締役

会において、平成21年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、次の通り中間配当を行うこと

を決議いたしました。 

① 中間配当金の総額                325百万円 

② １株あたりの中間配当金             10円00銭 

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日  平成21年12月10日 

  

（重要な後発事象）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年２月４日

株式会社電通国際情報サービス 

取締役会 御中 

監査法人トーマツ 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 永田 高士  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 木村 研一  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社電通国

際情報サービスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成20年10月

１日から平成20年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書

について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社電通国際情報サービス及び連結子会社の平成20年12月31日現

在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期

連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年２月２日

株式会社電通国際情報サービス 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 永田 高士  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 木村 研一  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社電通国

際情報サービスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月

１日から平成21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書

について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社電通国際情報サービス及び連結子会社の平成21年12月31日現

在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半期

連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認めら

れなかった。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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