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連結財務ハイライト（第42期第2四半期累計期間）

代表取締役社長

江口  英則

■　ごあいさつ
　株主の皆さまには、格別のご高配を賜り、厚く御礼申
し上げます。
　このたびは、第42期第2四半期決算にあたり不適切な
会計処理が判明し、株主の皆さまをはじめとする関係各
位に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、
謹んで深くお詫び申し上げます。
　当社では、外部専門家を含めた調査委員会を設置し、
事実関係について厳格な調査を実施したうえで、調査報
告書を東京証券取引所に提出するとともに過年度決算の
訂正を行い、4月4日に第42期第2四半期決算を発表し、
四半期報告書を関東財務局に提出いたしました。
　今回の事態を受け、再発防止に向け、私を委員長とす
る再発防止委員会を設置し、以下に掲げる改善措置を確
実に実施し、その運用状況を監視してまいります。

売上高 経常利益

第39期第38期 第40期 第41期 第42期
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5,978

12,209
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611
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496

760 800

第39期第38期 第40期 第41期 第42期

トップメッセージ

再発防止に向け内部統制の強化、コンプライアンス重視の  風土づくりに努めてまいります。

（単位：百万円） ■第2四半期累計期間　■通期（第42期は予想） （単位：百万円） ■第2四半期累計期間　■通期（第42期は予想）

6,215百万円
（前年同四半期比 5.6％増　計画比 0.3％増）

496百万円
（前年同四半期比 23.5％増　計画比 24.0％増）

※本冊子に記載の業績情報は、すべて過年度決算訂正を反映しております。具体的な訂正内容につきましては、当社ウェブサイトにてご覧ください。
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　株主の皆さまには引き続き、ご指導、ご支援を賜りま
すよう、お願い申し上げます。
1.　コンプライアンス意識の徹底

社外の専門家によるコンプライアンス教育を実施す
るとともにコンプライアンスの自己点検を実施

2.　プロジェクト管理室（社長直轄）の設置
ソフトウェアサポート事業部門におけるプロジェク
ト原価の妥当性を第三者的立場から検証

3.　定例会議の質的改善
ソフトウェアサポート事業部門の定例会議において
業績予測の実現可能性を担保する資料提出を義務付
け、その妥当性を検証

4.　賞与制度の見直し検討
事業部門の賞与考課のあり方に関して見直しを検討

5.　内部通報制度の周知徹底
コンプライアンス教育を通じて内部通報制度を周知徹底

6.　個別原価計算制度に関わる教育の実施
コンプライアンスの観点から、ソフトウェアサポート
事業部門で採用している個別原価計算制度を部門全
員に教育、徹底

7.　IT統制強化と運用ルール変更
ソフトウェアサポート事業部門で記録する業務日報の
登録においてIT統制を強化および運用ルールを一部変更

■　第42期第2四半期業績について
　売上高は62億1千5百万円（前年同四半期比5.6%増）、
営業利益は4億8千9百万円（同24.2%増）、経常利益は4
億9千6百万円（同23.5%増）、四半期純利益は3億4百万
円（同26.4%増）となりました。

四半期（当期）純利益 総資産／純資産

432

190

377

140

297

182
241

304

448 470

第39期第38期 第40期 第41期 第42期

2,465

7,602

2,787

7,767

3,029

7,906

3,430 3,670

8,635 8,316

第39期第38期 第40期 第41期 第42期
第2四半期

再発防止に向け内部統制の強化、コンプライアンス重視の  風土づくりに努めてまいります。

（単位：百万円） ■第2四半期累計期間　■通期（第42期は予想） （単位：百万円） ■純資産　■総資産

304百万円
（前年同四半期比 26.4％増　計画比 29.7％増）

純資産 3,670百万円
（前期末比 239百万円増）
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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。

第2四半期概況 >>>　営業力強化による量の
拡大（マルチベンダー保守の推進）、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。
　事業業績としましては、学校市場における

ICT案件の取扱増及び民間市場におけるサー
バー仮想化案件等の取扱により増収となった
結果、売上高は38億4千7百万円（前年同四半
期比5.4％増）、営業利益は3億9千9百万円（同
3.6％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。

第2四半期概況 >>>　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。
　事業業績としましては、OAサプライやネ

ットワーク構築を含めた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
器の販売が大幅に伸びた結果、売上高は17億
1千3百万円（前年同四半期比5.1％増）、営業
利益は3千6百万円（同12.4％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。

第2四半期概況 >>>　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。
　事業業績としましては、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を取り扱い、
売上高は6億5千4百万円（前年同四半期比8.1
％増）、営業利益は5千4百万円（前年同四半期
は営業損失2千3百万円）となりました。

売上高 38億47百万円　　営業利益 3億99百万円

売上高 17億13百万円　　営業利益 36百万円

売上高 6億54百万円　　営業利益 54百万円

売上高構成比

61.9%

売上高構成比

27.6%

売上高構成比

10.5%
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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、2,481件 （平成26年1月20日現在）

国家公的資格 424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 1,250件
FUJITSU、Apple、 HP 、EPSON、Canon、 
IBM 等の各認証資格

ベンダー資格 807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

「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

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

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
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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）

仮想化構築や情報システム運用サービスへの取り組みを強化し、
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
取扱量の大きいシステムインテグレーターの開拓推進

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

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９次中期経営計画の計数計画 （最終年度 第44期計画）

クラウドビジネスの推進

新情報システムの構築

　クラウドコンピューティングの進展によりIT資産
の利用形態が、「所有」から「利用」へ大きく変化し、大
手企業から中堅企業へとクラウド活用の裾野が拡大
し、また、情報システムの運用委託（BPO）が増加する
見通しです。

　第９次中期経営計画では、売上規模の大きいパー
トナーの開拓や仮想化技術の更なる取得に注力して、
仮想化構築案件や情報システム運用サービスなどの
クラウド関連ビジネスを大きく拡大させ、新たな事
業セグメントとして立ち上げていく計画です。

　現在の社内基幹系情報システムは運用開始以降、
永年の追加開発によりシステムの複雑性が増してお
り、変化への対応スピードを上げるために、第９次中
期経営計画期間に基幹系情報システムの刷新を進め
てまいります。

　新情報システムでは「経営戦略の意思決定の迅速
な支援」、「環境変化への迅速な対応」、「利用場所・機
器・時間の拡大」をテーマとして、営業活動・サービ
ス提供・事務作業の効率化及び最適化、また国際会計
基準への対応を目標としています。

損益計画
売上高 13,400百万円

営業利益 940百万円

経常利益 950百万円

当期純利益 550百万円

経営指標計画

売上高経常利益率 7.1%  

ＲＯＥ （自己資本当期純利益率） 12%台

ＲＯＡ （総資産経常利益率） 9%台

自己資本比率 47%台
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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
当第2四半期

連結会計期間末
（平成26年1月20日現在）

前期末比
（平成25年7月20日比）

資産の部
流動資産 6,643 △326
　現金及び預金 3,474 △1
　受取手形及び売掛金 2,742 △283
　その他 426 △42
固定資産 1,673 7
　有形固定資産 1,066 △1
　無形固定資産 68 3
　投資その他の資産 537 4
資産合計 8,316 △319
負債の部・純資産の部
流動負債 3,729 △565
　支払手形及び買掛金 1,216 △446
　短期借入金 260 0
　前受金 1,082 △7
　その他 1,170 △111
固定負債 917 6
負債合計 4,646 △558
株主資本 3,658 232
　資本金 334 0
　資本剰余金 300 0
　利益剰余金等 3,024 232
その他の包括利益累計額 11 7
純資産合計 3,670 239
負債及び純資産合計 8,316 △319

科　　目
当第2四半期
連結累計期間

自  平成25年7月21日
至  平成26年1月20日

前第2四半期
連結累計期間

自  平成24年7月21日
至  平成25年1月20日

売上高 6,215 5,886
売上原価 4,378 4,101
売上総利益 1,836 1,784
販売費及び一般管理費 1,347 1,390
営業利益 489 394
営業外収益 8 10
営業外費用 1 2
経常利益 496 401
税金等調整前四半期純利益 495 401
法人税、住民税及び事業税 142 194
法人税等調整額 47 △33
四半期純利益 304 241

科　　目
当第2四半期
連結累計期間

自  平成25年7月21日
至  平成26年1月20日

前第2四半期
連結累計期間

自  平成24年7月21日
至  平成25年1月20日

営業活動による
キャッシュ・フロー 102 336
投資活動による
キャッシュ・フロー △29 △73
財務活動による
キャッシュ・フロー △73 △53
現金及び現金同等物の
増減額 △1 208
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
四半期末残高 3,474 3,030

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）

※数値は百万円未満切捨て表示しております。
※財務諸表の詳細は、当社ホームページ http://www.esco.co.jp の「IR情報」に掲載しております。
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経営指標グラフ

5.9 5.9
5.0

6.3

8.0

第39期第38期 第40期 第41期 第42期
第2四半期

売上高経常利益率

当第42期第2四半期　8.0％

ROE（自己資本当期純利益率） ROA（総資産経常利益率）

当第42期第2四半期
ROE 17.2%　ROA 11.7％

19.0

14.4

10.2
13.9

17.2

11.7

ROE

ROA

9.8 8.6 7.8 9.2

第39期第38期 第40期 第41期 第42期
第2四半期

32.4
35.9 38.3 39.7

44.1

第39期第38期 第40期 第41期 第42期
第2四半期

自己資本比率

当第42期第2四半期末　44.1％ 
（前期末比 4.4ポイント向上）

自己資本の推移

当第42期第2四半期末　36億70百万円
（前期末比 2億39百万円増）

2,465
2,787

3,029
3,430

3,670

第39期第38期 第40期 第41期 第42期
第2四半期

※ 第42期第2四半期指標は経常利益、当期純利益について第2四半期累計期間実績を2倍に年
換算して算出しています。

（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

010_0050701602604.indd   8 2014/04/16   14:41:14



9

お客さま導入事例

1000台のWindows7マイグレーション（移行）

全国23拠点のWindows7端末のキッティング（設置導入作業）とオンサイト作業実施

お客さま：文具メーカー

導 入 事 例

お客さまの課題と効果

デスクトップPC、ノートPC、タブレットなど
メーカーと機種が複数混在

■キッティング作業
　・新規PC864台
　・HP デスクトップ×709台
　・Lenovo ノート×95台
　・HP ワークステーション×55台
　・HP タブレット×5台（Windows8）
　・OS入れ替え対象PC137台
■機器保管業務・発送業務
■現地オンサイト作業
　・全国23拠点で既存PC撤去、新規PC設置
　・動作確認試験
　・各種設定作業
■PC廃棄、データ消去

マルチベンダーによる
集中キッティングで対応

北海道から沖縄まで
全国の拠点のPCが対象

全国に拠点を持つウチダエスコが
オンサイトで対応

極力費用を抑えたい 既存PCを修理及びOSの入れ替えによって
再利用することで導入コストを節約

概　要 作業のポイント
XPから7へのアップグレードは、設定やユーザーデータを引き継
ぐ上書きインストールができないため、OS入れ替え対象PCは新
規PCと入れ替え設置

キッティングセンターで検査・修理・再キッティング後に
別のユーザー用のPCとして設置

キッティングのパターンは機種・業務別に合わせて13種類を用意

標準PC
（機種別に5パターン）

設計系に
3パターン

人事、経理など
業務別に5パターン
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会社情報・株式情報

会社概要 （平成26年1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 494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1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 421名

大株主 （平成26年1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 34.48
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 246 6.85
株式会社大塚商会 180 5.01
BBH FOR FIDELITY PURITAN 
TR: FIDELITY SR INTRINSIC 
OPPORTUNITIES FUND 

116 3.23

丸田　稔 107 2.98
關　昌 61 1.70
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 56 1.56
竹内　ひろの 52 1.45
CREDIT SUISSE AG ZURICH 49 1.36

所有者別分布状況

ウチダエスコネットワーク 

所有者株式数別分布状況

役員 （平成26年4月20日現在）

取締役会長 武井　　均 取締役 北村　　正
代表取締役社長 江口　英則 取締役（社外） 大久保　昇
取締役常務執行役員 久保　博幸 取締役（社外） 高井尚一郎
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 1名 0.24%
■ 証券会社 12名 2.85%
■ その他の国内法人 21名 4.99%
■ 外国法人等 9名 2.13%
■ 個人その他 377名 89.55%
■ 自己株式 1名 0.24%

■ 1～999 113名 26.84%
■ 1,000～4,999株 225名 53.45%
■ 5,000～9,999株 35名 8.31%
■ 10,000～49,999株 39名 9.26%
■ 50,000～99,999株 3名 0.71%
■ 100,000～999,999株 5名 1.19%
■ 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4月20日現在）
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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
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