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連結財務ハイライト（第42期）

■　ごあいさつ
　株主の皆様におかれましては日頃より格別のご高配
を賜り厚く御礼申し上げます。
　当社では、第42期より第9次中期経営計画を推進して
います。基本方針として「クラウド事業の推進（新セグ
メントの立ち上げ）」、「パートナー開拓の推進と連携強
化」、「マルチベンダーサポートの推進」並びに「経営体質
の強化」を掲げ、その実現に向けて事業分野ごとに定め
た施策に取り組んでおります。
　第43期（平成27年7月期）におきましても、「お客様満
足度の向上」、「サービス品質の向上」を着実に実行し、計
画した成果を実現することにより、企業価値の増大を図
ってまいる所存でございます。
　株主の皆様には何とぞ一層のご指導、ご支援を賜りま
すよう、お願い申し上げます。
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トップメッセージ

お客様満足度の向上、サービス品質の向上に努め、更なる  飛躍を図ってまいります。

（単位：百万円） （単位：百万円）

13,938百万円
（前期比 14.7％増　計画比 11.5％増）

847百万円
（前期比 11.4％増　計画比 5.9％増）

代表取締役社長
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■　第42期業績について
　第42期の業績につきましては、フィールドサポート
事業やオフィスシステム事業で着実に売上を伸ばすと
ともに第４四半期会計期間に学校市場向けIT機器（タブ
レット型端末）の大型案件（13億円）もあり、売上高は
139億3千8百万円（前期比14.7％増、計画比11.5%増）
と大幅に増加しました。
　利益面におきましても、過年度決算訂正対応に関わる
費用により販売費及び一般管理費が増加したものの、増
収効果によりコスト増を吸収した結果、営業利益は8億
3千4百万円（前期比11.7％増、計画比5.7％増）、経常利
益は8億4千7百万円（前期比11.4％増、計画比5.9%増）、
当期純利益は投資有価証券の売却益（6千万円）もあって
5億3千9百万円（前期比20.2％増、計画比14.8%増）と
なりました。

　なお、当期に発生しましたソフトウェアサポート事業
における不適切な会計処理の再発防止策としましては、
社長を委員長とする再発防止委員会を設置、この委員会
の下、社外の専門家によるコンプライアンス教育やコン
プライアンス自己点検を実施するなど「コンプライアン
ス意識の徹底」を図っております。
　また、社長直轄の組織として「プロジェクト管理室」を
設置し、ソフトウェアサポート事業のプロジェクト原価
の妥当性をはじめとして、第三者的立場からの検証を行
い、牽制機能の強化を図っております。
　今後につきましてもコンプライアンス意識の徹底、牽
制機能の強化を継続的に実施していくことにより再発
防止に努めてまいります。
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お客様満足度の向上、サービス品質の向上に努め、更なる  飛躍を図ってまいります。

（単位：百万円） （単位：百万円） ■純資産　■総資産

539百万円
（前期比 20.2％増　計画比 14.8％増）

純資産 3,875百万円
（前期末比 444百万円増）
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事業部門概況

フィールドサポート事業
ハードウェアの保守サービス、ネットワークシステムの設計・施工・運用管理サービスの提供
とネットワークシステムに関わるIT機器販売を行っております。

　営業力強化による量の拡大、新規パートナ
ーの開拓（クラウド事業の拡大）、更なるクラ
ウド関連技術者の育成等に取り組みました。
　事業業績は学校市場においてはICT案件の
取 り 扱 い が 増 加、民 間 市 場 に お い て も
WindowsXPサポート終了対応案件やサーバ

ー等の仮想化案件を着実に取り込むととも
に、学校市場向けIT機器（タブレット型端末）
の大型案件もあり、売上高は89億3千7百万
円（前期比21.1％増）、営業利益は7億3千9
百万円（同4.9％増）となりました。

オフィスシステム事業
オフィスの設計・施工サービス、OAサプライ用品等の販売を行っております。

　売上拡大に向けた販促活動の強化、オフィ
ス設計・施工とICTを統合したワンストップ
ソリューションの推進並びにWebビジネス

（Net2B）の推進等に取り組みました。
　事業業績はOAサプライやオフィス移転案
件ビジネスが堅調に推移するとともに、IT関

連機器の販売増や消費税率引上げ前の駆け込
み需要も加わり、売上高は36億8千1百万円

（前期比5.6％増）、営業利益は7千7百万円（同
29.2％増）となりました。

ソフトウェアサポート事業
ソフトウェアの開発・サポート・運用保守サービスを提供しております。

　プロジェクト案件の見積り精度の向上、プロ
ジェクト管理システムの運用徹底によるサポ
ート品質の向上並びに営業活動の強化に取り
組みました。
　事業業績は民間市場における消費税対応案
件や学校市場におけるWindowsXPサポート
終了に伴うリプレース案件並びに公共市場に

おける障害者総合支援法や子ども子育て支援
法対応案件に取り組んだ結果、売上高は13億1
千9百万円（前期比2.7％増）、営業利益は1千7
百万円（前期は営業損失1千7百万円）となりま
した。

売上高 89億37百万円　　営業利益 7億39百万円

売上高 36億81百万円　　営業利益 77百万円

売上高 13億19百万円　　営業利益 17百万円

売上高構成比

64.1%

売上高構成比

26.4%

売上高構成比

9.5%
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フィールドサポート事業

オフィスシステム事業

ソフトウェアサポート事業

　　　　 の事業と特長

ワンストップでコンピュータのトータルサービスを提供します

社員の資格所有数は、2,717件 （平成26年7月20日現在）

国家公的資格 433件
情報処理技術者、第1種電気工事士、1級建築士、
建築施工管理技師など

メーカー資格 1,432件
FUJITSU、Apple、 HP 、EPSON、Canon、 
IBM 等の各認証資格

ベンダー資格 852件
Cisco、Microsoft、ORACLE、Redhat、
CompTIA、VMware等の各認証資格ほか

国内外で取得した主な認証・規格
環境対応
ISO 14001：2004

品質マネジメント
ISO 9001：2008

情報セキュリティ対策　
ISO/IEC27001：2005（ISMS）、プライバシーマーク

数々の保有資格と、認証取得は技術と品質の証です。
の強み

お客さまのニーズに合わせたICT基盤の設計・構築・
導入・運用・保守をワンストップでご提供いたします。
特長は、ICT基盤の構築においてもマルチベンダー
である点。この強みを活かし、お客さまの重要なビ
ジネスインフラであるICT環境の管理・運用業務を
強力に支援いたします。

ネットワーク総合サービス
【フィールドサポート事業】

お客さまのオフィスに関る諸課題を総合的に捉え、「オ
フィス空間」と「ICT環境」を融合したソリューションを
ワンストップで迅速にご提供いたします。その実現の
ために、「オフィス空間設計・施工」、「ICT環境設計・機
器販売」、「トータルオフィス移転」、「OAサプライ品販
売」などの多彩なメニューを取り揃えています。

オフィスシステムサービス
【オフィスシステム事業】

様々なメーカーのハード・ソフト・ネットワークに関
する知識と技術を持ったスペシャリストが、お客さま
が利用されているICT環境の適切な維持管理のため
に、総合的な保守サービスをご提供します。お客さま
をご訪問して対応する「フィールドサービス」と、機器
をお預かりして弊社センターで修理する「リペアサー

ビス」の二つの保守体制を備えています。

トータル保守サービス
【フィールドサポート事業】

「自治体」、「学校」、「福祉施設」などの業種に関わる情
報システムについて、企画・設計から運用・保守まで、
全てのフェーズに渡るソリューションサービスをご
提供いたします。また、民間向け業務システムにつ
いて、ERPやWeb技術などを組み合わせたソリュー
ションをご提案し、お客さまの様々な問題解決をサ
ポートします。

ソリューションサービス
【ソフトウェアサポート事業】
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仮想化構築や情報システム運用サービスへの取り組み強化し
4つ目のセグメント（事業領域）として立ち上げ

クラウド事業の推進 （新セグメントの立ち上げ）1

大規模な仮想化構築案件等を獲得していくために
取扱量の大きい販売パートナーの開拓推進

パートナー開拓の推進と連携強化2

当社のリソースを顧客起点で結集、ICTに関わる
マルチベンダーサポート企業として、ワンストップサービス推進

マルチベンダーサポートの推進3

収益力の強化、コーポレートガバナンスの向上により
経営体質を強化、企業価値を向上

経営体質の強化4

1

2

3

4

中期経営計画について

第9次中期経営計画 （第42期〜第44期）

第５次，６次，７次中期経営計画

財務基盤強化

収益構造の変革

グループ力強化

営業力
強化

技術力
強化

ビジネス
ユニット拡大

コーポレート
ガバナンス

強化

第８次中期経営計画

ＩＴ第四の波（利用環境変化）への対応

ユーザー起点のマルチベンダー推進

経営品質向上 
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第43期（平成27年7月期）計画

第４３期 損益計画
売上高 12,800百万円

営業利益 850百万円

経常利益 860百万円

当期純利益 500百万円

第４３期 経営指標計画

売上高経常利益率 6.7%  

ＲＯＥ （自己資本当期純利益率） 12%台

ＲＯＡ （総資産経常利益率） 8%台

自己資本比率 43%台

「お客様満足度の向上」、「サービス品質の向上」、「コンプライアンス重視の活気ある職場環境」をテーマに掲げ、
『ＰＤＣＡ活動』を推進、更なる企業価値の増大を図ってまいります。

フィールド
サポート

事業

オフィス
システム

事業

ソフトウェア
サポート

事業

・  仮想化構築を中心としたクラウド関連サービス事業を強化します。
・ サービスレベルの向上を図り、マルチベンダーサポートを推進します。
・ 営業力を強化し、新規パートナーの開拓と既パートナーとの連携を推進します。

・  OAサプライ分野ではWebビジネスやクラウド型間接材調達支援システムを推進します。
・  オフィスシステム分野では当社の強みを生かしたICTとオフィスデザインの複合商談に取り組み

ます。

・ 品質の向上及び見積り精度の向上を図ります。
・  公共分野では福祉総合システム、番号制度（マイナンバー）対応システムの開発及びサポートを

推進します。
・ 新規分野として「intra-mart」、「SharePoint」等のサポートに取り組みます。
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連結財務諸表（要旨）

連結貸借対照表 （単位：百万円）

科　　目 当連結会計年度
（平成26年7月20日現在）

前連結会計
年度末比

（平成25年7月20日比）

資産の部
流動資産 9,273 2,302

現金及び預金 4,110 635
受取手形及び売掛金 4,733 1,707
その他 428 △40

固定資産 1,761 96
有形固定資産 1,099 32
無形固定資産 69 4
投資その他の資産 592 59

資産合計 11,034 2,398
負債の部・純資産の部
流動負債 6,139 1,845

支払手形及び買掛金 3,443 1,780
短期借入金 260 0
前受金 1,187 97
その他 1,248 △33

固定負債 1,019 109
負債合計 7,159 1,954
株主資本 3,893 466

資本金 334 0
資本剰余金 300 0
利益剰余金等 3,259 466

その他の包括利益累計額 △18 △22
純資産合計 3,875 444
負債及び純資産合計 11,034 2,398

科　　目
当連結会計年度

自  平成25年7月21日
至  平成26年7月20日

前連結会計年度
自  平成24年7月21日
至  平成25年7月20日

売上高 13,938 12,153
売上原価 10,278 8,709
売上総利益 3,660 3,444
販売費及び一般管理費 2,825 2,697
営業利益 834 747
営業外収益 14 17
営業外費用 2 4
経常利益 847 760
税金等調整前当期純利益 906 750
法人税、住民税及び事業税 324 357
法人税等調整額 42 △55
当期純利益 539 448

科　　目
当連結会計年度

自  平成25年7月21日
至  平成26年7月20日

前連結会計年度
自  平成24年7月21日
至  平成25年7月20日

営業活動による
キャッシュ・フロー 765 838
投資活動による
キャッシュ・フロー △53 △79
財務活動による
キャッシュ・フロー △76 △105
現金及び現金同等物の
増減額 635 653
現金及び現金同等物の
期首残高 3,475 2,821
現金及び現金同等物の
期末残高 4,110 3,475

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

連結損益計算書 （単位：百万円）

１．百万円未満は切り捨て表示　２．財務諸表の詳細は、当社のホームページ（http://www.esco.co.jp)「IR情報」に掲載しています。
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経営指標グラフ
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売上高経常利益率

第42期　6.1％
（「中長期の目標」：安定的に5％以上確保）

ROE（自己資本当期純利益率） ROA（総資産経常利益率）

第42期
ROE 14.8%　ROA 8.6％
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ROE
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第42期　35.1％ 
総資産増加により前期末比4.6ポイント低下

自己資本の推移

第42期末　38億75百万円
（前期末比4億44百万円増）
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（単位：%）

（単位：%）

（単位：%）

（単位：百万円）■資本金　■資本剰余金　■利益剰余金等
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お客様導入事例

在宅勤務用iPad415台の初期導入作業

産休に入っていても会社との繋がりの維持できる『在宅業務環境』を実現

お客様：金融業

導 入 事 例

お客様の課題と効果

社員が産休などの長期休暇に入ってしまうと会社
との繋がりが薄くなり、後々の業務への復帰が困
難になる。

■  iPadのマスタ作成(手順書ベース)
■  バックアップデータの抽出、各

端末への展開
■  MDMへの端末登録作業
■  MDMアプリのインストール、ポ

リシー適用作業
■  APNプロファイルの適用
■  各種動作確認
■  保護フィルムの貼り付け
■  保護カバーの取り付け
■  管理ラベルの作成/貼り付け(箱、

本体、カバー)

①ヒューマンエラー防止、作業工数圧縮
手作業による作業ミスや工数圧縮を実現する為、

Appleコンフィグレーターを用いて、バックアップデ
ータを各端末へ展開した。
②プロジェクトのマネジメント対応

短納期の作業でもあった為、現場の負担を減らすべ
く、お客様とのフロント業務を現場に任せずに事前準
備～作業完了まで終始一貫して商談対応者がマネジメ
ントを行った。
③セキュリティ面にも配慮した対応

キッティングにおいては、社外へ委託せず社内リソ
ースのみで対応を行うことにより、万全のセキュリテ
ィ体制のもとで作業を完結。

iPadを導入し、在宅中でも会社のシンクライ
アント環境に接続し業務が遂行できるようにな
った。

セキュリティ面が心配。
MDMを導入し会社側で一元的に管理。
端末操作制限や紛失時のリモートロック・消去
などが実行可能に。

作業概要 作業のポイント

※MDM：Mobile Device Management（モバイル端末管理）
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会社情報・株式情報

会社概要 （平成26年7月20日現在）

商 号 ウチダエスコ株式会社（UCHIDA ESCO Co.,Ltd.）
設 立 昭和47年11月16日
資 本 金 334百万円
本 社 所 在 地 東京都江東区木場五丁目8番40号
従 業 員 数 508名（連結グループ）
決 算 日 毎年7月20日（年1回）

株式の状況 （平成26年7月20日現在）

発 行 可 能 株 式 総 数 14,400,000株
発 行 済 株 式 総 数 3,600,000株
株 主 数 410名

大株主 （平成26年7月20日現在）

株主名 持株数（千株） 議決権比率（％）

株式会社内田洋行 1,239 34.49
株式会社内田洋行ITソリューションズ 265 7.38
ウチダエスコ持株会 247 6.88
BBH FOR FIDELITY PURITAN
TR: FIDELITY SR INTRINSIC 
OPPORTUNITIES FUND

188 5.23

株式会社大塚商会 180 5.01
丸田　稔 107 2.98
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 83 2.31
關　  昌 56 1.56
竹内　ひろの 52 1.45
CREDIT SUISSE AG ZURICH FOR AIF 
FUNDS 49 1.36

所有者別分布状況

所有者株式数別分布状況

役員 （平成26年10月16日現在）

代表取締役社長 江口　英則 取締役（社外） 高井尚一郎
取締役常務執行役員 久保　博幸 取締役（社外） 山本　直道
取締役常務執行役員 長岡　秀樹 常勤監査役 増田　隆之
取締役執行役員 藤岡　伸吉 監査役（社外） 西川　一幸
取締役執行役員 児玉　郁夫 監査役（社外） 福井　　賢

■ 金融機関 2名 0.49%
■ 証券会社 10名 2.44%
■ その他の国内法人 21名 5.12%
■ 外国法人等 8名 1.95%
■ 個人その他 368名 89.76%
■ 自己株式 1名 0.24%

■ 1～999株 114名 27.81%
■ 1,000～4,999株 217名 52.93%
■ 5,000～9,999株 37名 9.02%
■ 10,000～49,999株 33名 8.05%
■ 50,000～99,999株 3名 0.73%
■ 100,000～999,999株 5名 1.22%
■ 1,000,000株以上 1名 0.24%

● 広島 FSS
● 高松 FSS
● 松江 FSS

● 大阪事業所
● 名古屋営業所
● 神戸営業所
● 福井 FSS
● 姫路 FSS

● 札幌営業所

● 仙台営業所
● 盛岡 FSS
● 秋田 FSS
● 郡山 FSS

◉ 本社・東京事業所
● 多摩営業所
● 東京支社
● 浦安テクニカルセンター
● つくば営業所
● 大宮営業所
● 千葉営業所
● 横浜営業所

● 福岡営業所
● 北九州 FSS
● 熊本 FSS
● 沖縄 FSS

● 厚木営業所
● 高崎 FSS
● 新潟 FSS
● 長野 FSS
● 宇都宮 FSS
● 柏 FSS
● 静岡 FSS

（平成26年10月16日現在）

※FSSはフィールドサービスステーションの略称です。
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ウチダエスコ株式会社
本社：〒135-0042　東京都江東区木場5-8-40
TEL：03-5639-2221  FAX：03-5639-2208

事業年度 毎年7月21日から翌年7月20日まで

定時株主総会 毎年10月開催

基準日 定時株主総会　　毎年7月20日
期末配当金　　　毎年7月20日
そのほか必要があるときは、
あらかじめ公告して定めた日

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所

（郵便物送付先）

（電話照会先）

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

0120-782-031

公告方法 当社のホームページに掲載する。
http://www.esco.co.jp

上場証券取引所 東京証券取引所　ジャスダック市場

株主メモ

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、
口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない
株主様は、上記の電話照会先にご連絡ください。

ユニバーサルデザイン
（UD）の考えに基づいた
見やすいデザインの文字
を採用しています。

この冊子は環境保全
のため、植物油インキ
を使用しています。

http：//www.esco.co.jp

当社では、最新のニュースやIR情報、サ
ービス情報など当社をご理解いただくた
めの様々な情報をホームページにてご提
供しています。是非ご覧ください。

当社WEBサイトのご案内

検 索ウチダエスコ
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