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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】 

(注) １ 「売上高」には、消費税等は含まれておりません。 
２ 「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
３ 平成15年３月期から、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定に当たっては、「１株
当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用しております。 

回次 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期 
決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

(1) 連結経営指標等      

売上高 (千円) 18,702,767 18,099,537 17,652,789 17,812,294 17,813,690

経常利益又は経常損失(△) (千円) 704,920 △492,806 445,841 502,260 266,346

当期純利益又は 
当期純損失(△) 

(千円) 208,967 △687,404 151,066 230,203 102,794

純資産額 (千円) 8,475,497 7,440,717 8,016,664 8,156,428 8,399,544

総資産額 (千円) 16,334,514 16,536,224 16,750,624 16,981,057 16,845,282

１株当たり純資産額 (円) 718.86 632.57 695.67 707.67 730.12

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) 17.72 △59.38 12.52 18.90 8.34

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 51.9 45.0 47.9 48.0 49.9

自己資本利益率 (％) 2.5 △8.6 2.0 2.8 1.2

株価収益率 (倍) 22.5 ― 31.8 19.8 71.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 778,611 △655,559 441,330 887,661 △324,684

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △7,315 △412,566 736,642 207,481 45,934

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △282,862 816,572 △358,890 △513,392 △330,156

現金及び現金同等物の 
期末残高 

(千円) 3,329,972 3,078,419 3,897,501 4,478,802 3,877,564

従業員数 (名) 1,122 1,049 1,059 1,093 1,119

(2) 提出会社の経営指標等      

売上高 (千円) 18,085,917 17,480,510 17,077,450 17,123,880 16,918,254

経常利益又は経常損失(△) (千円) 582,447 △527,690 437,021 516,484 274,228

当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(千円) 150,438 △689,614 157,783 246,420 119,492

資本金 (千円) 3,775,100 3,775,100 3,775,100 3,775,100 3,775,100

発行済株式総数 (千株) 11,793 11,793 11,793 11,793 11,793

純資産額 (千円) 8,253,786 7,225,746 7,820,540 7,983,171 8,239,220

総資産額 (千円) 15,718,564 15,993,266 16,175,073 16,377,919 16,285,051

１株当たり純資産額 (円) 700.05 615.30 679.13 692.83 716.77

１株当たり配当額 
(内１株当たり中間配当額) 

(円) 
4 
(―) 

4
(―)

4
(―)

6 
(―)

6
(―)

１株当たり当期純利益 
又は当期純損失(△) 

(円) 12.76 △58.54 13.59 20.53 10.39

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 52.5 45.2 48.3 48.7 50.6

自己資本利益率 (％) 1.8 △8.9 2.1 3.1 1.5

株価収益率 (倍) 31.2 ― 29.3 18.3 57.7

配当性向 (％) 31.3 ― 29.4 29.2 57.7
従業員数 (名) 984 907 915 934 929



２ 【沿革】 

  

  

年月 沿革 

昭和36年10月 当社の前身会社日本システム・マシン株式会社に電子計算機部を設置。 

昭和41年９月 日本システム・マシン株式会社より分離独立し、大阪市北区に日本コンピューター株式会社を設

立、資本金500万円。 

    10月 日本コンピューター・システム株式会社に商号変更。 

昭和47年４月 東京都杉並区に東京営業所(現 東京本社・港区)を開設。 

昭和49年４月 名古屋市中区に名古屋営業所(現 名古屋支社・中村区)を開設。 

昭和58年４月 京都市下京区に京都営業所(現 京都支店)を開設。 

    ４月 コンピュータ保守専門子会社 オーエーエンジニアリング株式会社(現・連結子会社)を設立。 

昭和63年12月 昭和63年８月、システムインテグレーター認定制度に申請を行い、通産大臣の認定を受ける。 

平成元年12月 大阪証券取引所(現 株式会社大阪証券取引所)市場第二部に株式を上場。 

平成５年５月 コンピュータシステム運用サービス子会社 エヌシーエステクノロジー株式会社(現・連結子会

社)を設立。 

平成11年３月 プライバシーマーク使用許諾事業者に認定される。 

平成12年１月 品質保証の国際規格「ＩＳＯ９００１」の認証を取得。 

平成15年４月 環境に関する国際規格「ＩＳＯ１４００１」の認証を取得。 

平成16年３月 中国上海市に上海新致軟件有限公司との合弁会社 恩喜愛思（上海）計算機系統有限公司(現・

連結子会社)を設立。 

    ３月 企業向け電子商取引システムの保守及び運用について、「情報セキュリティマネジメントシステ

ム(ＩＳＭＳ)適合性評価制度」の認証を取得。 

    ５月 大阪市中央区に本社を移転。 



３ 【事業の内容】 

当社の企業集団は、当社、連結子会社３社、持分法非適用関連会社１社、その他の関係会社１社及びその他の関係

会社の子会社１社で構成されております。 

当社グループは、情報システムの構築を中心に、システムの設計・開発から運用支援・保守までの一貫した総合情

報サービスの業務を行っております。 

(1) システム開発 

当社グループは、顧客からシステムの設計及びソフトウェアの開発を受託し、開発を行うとともにコンピュータ

のソフトウェアパッケージのカストマイズを行い、ソリューションを中心とした販売展開を行っております。 

その一部について、その他の関係会社である日本電気株式会社及びその子会社であるＮＥＣシステムテクノロジ

ー株式会社より受託しております。 

また、開発作業の一部については、当社の連結子会社である恩喜愛思（上海）計算機系統有限公司（以下、「Ｎ

ＣＳ上海」）および持分法非適用関連会社であるアイ・システム株式会社に外注しております。 

(2) サービス 

当社グループは、コンピュータ機器の保守を行うハードウェア保守サービス及び企業のコンピュータシステムに対

する全般的な支援サービスを行うシステムサポートサービスを中心にサービス業務を行っております。 

サービス業務の中のハードウェア保守サービスについては、その一部を連結子会社であるオーエーエンジニアリン

グ株式会社に外注しており、システムサポートサービスについては、その業務の一部を連結子会社であるエヌシーエ

ステクノロジー株式会社に外注しております。 

(3) システム機器等販売 

当社グループは、コンピュータを中心とした情報機器の販売を行っております。情報機器の仕入の一部は、その他

の関係会社である日本電気株式会社より仕入れております。 

  



各事業の系統図は次の通りであります。 

  

 

  



４ 【関係会社の状況】 

  

(注) １ 上記連結子会社は、特定子会社に該当しません。 

２ 連結子会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。 

３ 連結売上高に占める売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の割合が10％を超える連結子会社はありません。 

４ 有価証券報告書の提出会社であります。 
  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就

業人員数であります。 

２ 当社グループでは、事業の特性等から事業の種類別セグメントを記載していないため、上記の職種別にて記載しておりま

す。 

(2) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

(3) 労働組合の状況 

当社の労働組合(日本コンピューター・システム労働組合)は、昭和44年４月に結成され、労使関係は相互信頼を
基調としております。このため労使協議会を定期的に実施し職場の諸問題改善等について労使間の意思疎通を図っ
ております。なお、上部団体として電算機関連労働組合協議会に加盟しております。 
子会社オーエーエンジニアリング株式会社とエヌシーエステクノロジー株式会社については、労働組合は結成さ
れておりませんが、管理職を除く一般従業員で構成される「従業員協議会」が組織され、管理職で構成される「管
理職会」とともに定期的に開かれる「運営委員会」において、職場の諸問題改善等につき、話し合いによる解決を
図っております。 

名称 住所 
資本金 
(千円) 

主要な事業の内容

議決権の
所有(被所有)割合 

関係内容 
所有割合
(％) 

被所有割合
(％) 

(連結子会社) 
オーエー 
エンジニアリング 
株式会社 

大阪市西区 80,000 
システムインテグレーシ
ョン事業(保守サービス)

100 ―

当社販売のコンピュータ機器
の保守サービスを行っており
ます。 
役員の兼任 ３名 

(連結子会社) 
エヌシーエス 
テクノロジー 
株式会社 

大阪市西区 30,000 
システムインテグレーシ
ョン事業(運用支援サー
ビス) 

100 ―

当社販売のコンピュータシス
テムの運用支援サービスを行
っております。 
役員の兼任 ６名 

(連結子会社) 
恩喜愛思(上海) 
計算機系統 
有限公司 

中華人民共和
国上海市 

900 
千USドル 

ソフトウェア開発事業 95 ―

当社販売のソフトウエアの開
発、自社製品の販売、関連の
技術コンサルティング及びア
フターサービスを行っており
ます。 
役員の兼任 ３名 

(その他の関係会社) 
日本電気株式会社 

(注)４ 
東京都港区 337,821,213 

ソフトウェア開発事業
システムインテグレーシ
ョン事業 

― 23.21

ソフトウェアの受託・開発 
コンピュータ機器の仕入 
役員の兼任等 
 兼任 ２名 
 転籍 ２名 

職種別の名称 従業員数(名)

営業職 78

技術職 921

総括職・事務職 120

合計 1,119

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

929 37.7 14.7 5,826,677



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、夏場頃には景気の踊場局面を脱却し、大企業や輸出関連産業を中心とし

て企業収益の改善が進み、緩やかながら景気回復基調の中で推移しました。その一方で、原油高の長期化などの懸

念材料が顕在化してまいりました。 

情報サービス産業におきましては、緩やかな景気の回復に伴い、顧客の情報化投資は堅調に推移してまいりまし

た。しかしながら、顧客からのサービス単価、品質、納期に対する要求は厳しくなっており、さらに情報化投資の

効果に対する評価も年々厳しさを増しています。 

このような状況のなか、当社グループは、これまで培ってきた業務アプリケーションやＩＴ技術分野における得

意領域を基盤にした顧客への戦略的なソリューション提案活動及びパッケージベンダーや顧客基盤を持つ異業種企

業とのシナジー効果が期待できる戦略的なビジネスアライアンスを推進し、収益の拡大に努めました。これまで蓄

積してきた業種・業務ノウハウ等の資産を活かし、ＩＴソリューションサービスの整備・拡充を図るべく、下半期

より「ＳＩ事業推進室」を設置いたしました。また、通信のデジタル化の急速な進展に対応し、ＩＴとネットワー

クを融合したＶｏＩＰを基盤としてユビキタス社会にふさわしいワークスタイルの変革、ビジネススタイルの変革

を実現するブロードバンドオフィスソリューション分野への取り組みを強化するため、同じく下半期より「ブロー

ドバンドソリューション推進室」を設置いたしました。さらに顧客に効果的な提案を行うため、自社のブロードバ

ンドオフィス環境の強化を図りました。また、人材育成を重要課題として捉え、人材育成プログラムの充実に取り

組んでまいりました。 

各施策への取り組みの結果、ＩＴソリューションサービス売上につきましては堅調に推移いたしましたが、大型

開発案件の減少により、ソフトウェア受託開発売上は低調に終わりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は１７８億１３百万円（前期比０．０％増）と、ほぼ前年並みとなりまし

た。利益面につきましては、生産性の向上や諸経費の縮減を図りましたが、一部のプロジェクトでトラブルが発生

したことにより営業利益は１億２６百万円（前期比５２．８％減）となりました。経常利益につきましては、前年

度に比べ有価証券売却益等の営業外収益が減少したため、２億６６百万円（前期比４７．０％減）となりました。

また、土地の減損処理を行ったため、当期純利益は、１億２百万円（前期比５５．３％減）となりました。 

当連結会計年度の事業品目別の概況は次の通りです。 

当社グループは、業績内容の把握が容易となるよう当連結会計年度から業績開示する区分を変更いたしました。

その内容は、従来のソフトウェア開発事業、システムインテグレーション事業の「事業別」から、システム開発、

サービス、システム機器等販売の「事業品目別」とするものです。 

システム開発の内容は、ソフトウェア開発やパッケージソフトウェアのカストマイズ等です。サービスの内容

は、ハードウェア保守、ソフトウェア保守、施設工事、パッケージソフトウェア導入、ＡＳＰ、ホスティング、ハ

ウジング、コンサルティング等です。システム機器販売は、コンピュータ機器及び周辺機器、自社開発パッケージ

ソフトウェア、他社開発パッケージソフトウェアです。 

併せて当連結会計年度より“システム開発”と“サービス”の区分を明確にするため、システム開発に付随して

顧客に役務提供していたコンサルティングやテクニカル支援等を“システム開発”から“サービス”に変更する商

品区分の見直しも行いました。 



＜システム開発＞ 

システム開発の売上高は、業種・業務の得意領域をコアとした幅広い企業とのビジネスアライアンスを推進した

ことにより、官庁、通信業向け開発売上やホテル・介護レンタルなどの業種パッケージ関連売上は堅調に推移しま

した。しかしながら、前年度、業績の牽引役であった製造業、流通業向け大型開発案件の着手時期遅れ、自治体の

合併案件が一巡したことや公共、金融業向け開発案件のトラブル発生による機会損失等により前年度に比べ減少し

ました。さらに当連結会計年度より実施した商品区分の見直しに伴い、前年度に比べ大幅な減少となりました。そ

の結果、当連結会計年度のシステム開発売上高は、１００億５０百万円（前期比１５．１％減）となりました。 

＜サービス＞ 

サービスのうち、ハードウェア保守売上につきましては、ハードウェア単価の低下に連動し、契約単価が低下し

たため、１２億２百万円（前期比１２．２％減）と低迷いたしました。しかしながら、顧客支援サービス売上につ

きましては、パッケージ導入サービスやテクニカル支援などの売上が堅調に推移しました。さらに当連結会計年度

より実施した商品区分の見直しに伴い、前年度に比べ大幅な増加となりました。その結果、当連結会計年度のサー

ビス売上高は、４５億８５百万円（前期比５５．４％増）となりました。 

＜システム機器等販売＞ 

システム機器等販売の売上高は、生産管理システム、介護レンタルシステム、ホテルトータルシステム等のパッ

ケージソフトウェアやセット販売するハードウェアが堅調に推移しました。その結果、当連結会計年度のシステム

機器等販売売上高は、３１億７７百万円（前期比５．０％増）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末より６億１百万円

減少し、当連結会計年度末には３８億７７百万円（前期比１３．４％減）となりました。 

なお、当連結会計年度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） 

営業活動の結果使用した資金は３億２４百万円（前連結会計年度は８億８７百万円の獲得）となりました。こ

れは、主に税金等調整前当期純利益の計上（２億４３百万円）や仕入債務の増加（２億６４百万円）等による収

入に対して、法人税等の支払（５億２４百万円）やたな卸資産の増加（１億７７百万円）等の支出によるもので

あります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果獲得した資金は４５百万円（前期比７７．９％減）となりました。これは、主に定期預金の払

い戻しの純収入（１億４４百万円）に対して、投資有価証券等の取得が売却を８２百万円超過したことによるも

のであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は３億３０百万円（前期比３５．７％減）となりました。これは、主に長期借入

金（５億円）、社債の発行（３億９２百万円）による収入に対し、短期借入金の純減少額（２億９２百万円）、

長期借入金の約定弁済（８億５百万円）及び配当金支払（６９百万円）等の支出によるものであります。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業品目別に示すと、次のとおりであります。 
  

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当連結会計年度から区分を「事業部門別」より「事業品目別」へ変更したため、前期比較に当たっては前連結会計年度分

を変更後の区分に組み替えて行っております。 

  

(2) 受注実績 

当連結会計年度における受注実績を事業品目別に示すと、次のとおりであります。 
  

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 当連結会計年度から区分を「事業部門別」より「事業品目別」へ変更したため、前期比較に当たっては前連結会計年度分

を変更後の区分に組み替えて行っております。 

  

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業品目別に示すと、次のとおりであります。 
  

(注) １ 当連結会計年度から区分を「事業部門別」より「事業品目別」へ変更したため、前期比較に当たっては前連結会計年度分

を変更後の区分に組み替えて行っております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

  

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業品目 生産高(千円) 前期比(％) 

システム開発 10,168,939 △14.3

サービス 

サービス 3,383,513 +113.8

ハード保守 1,202,160 △12.2

小計 4,585,673 +55.4

合計 14,754,612 △0.4

事業品目 
受注高
(千円) 

前期比
(％) 

受注残高 
(千円) 

前期比 
(％) 

システム開発  10,037,531 △20.6 2,561,868 △0.5

サービス 

サービス 3,652,207 +122.3 482,770 +125.5

ハード保守 1,193,610 △13.1 60 △99.3

小計 4,845,817 +60.7 482,830 +116.8

システム機器等販売 3,467,559 +8.3 1,579,605 +22.5

合計 18,350,909 △2.7 4,624,304 +13.1

事業品目 販売高(千円) 前期比(％) 

システム開発 10,050,225 △15.1

サービス 

サービス 3,383,513 +113.8

ハード保守 1,202,160 △12.2

小計 4,585,673 +55.4

システム機器等販売 3,177,790 +5.0

合計 17,813,690 +0.0

  前連結会計年度 当連結会計年度 

相手先 販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

日本電気株式会社 5,058,870 28.4 4,636,782 26.0

NECシステム 
テクノロジー株式会社 

2,037,579 11.4 1,615,210 9.1



３ 【対処すべき課題】 

今後の事業環境につきましては、雇用・所得環境の改善による個人消費の回復、堅調な企業収益を背景とした設

備投資の増加が続くことが予想され、国内需要を中心とした景気回復基調が維持されると思われます。 

ＩＴ投資に関しましては、顧客の投資分野の選別や価格競争はさらに厳しさを増すものの、日本版ＳＯＸ法関連

を含む企業統治関連投資の拡大や企業収益に欠かすことの出来ない戦略的な情報化投資は今後も堅調に推移するも

のと予測されます。 

このような状況のなか、当社グループは、以下の施策に積極的に取り組み、収益の拡大を目指してまいります。 

当社グループは、引き続き新たなソリューションサービスの創出とブロードバンドソリューション事業の強化に

努めてまいります。さらに今後、成長の見込める分野で同業種・異業種を問わず、互いにシナジー効果の期待でき

る協業先の拡大を図り、事業拡大及び収益拡大に向けた継続的な取り組みを実施してまいります。 

併せて今年度より「ＥＲＰソリューション推進室」を設置いたします。ＥＲＰパッケージを核として、当該推進

室が中心となって従来、手薄であった中堅企業向けマーケットを開拓し、優良な顧客拡大に努めます。 

引き続き人材育成プログラムの更なる充実を図り、ＵＭＬやＳＯＡなど先進的なＩＴ技術力やコンサルティング

力、プロジェクトマネジメント力など多様なスキルの向上に努めてまいります。 

価格競争力の強化につきましては、ローコスト経営基盤の確立を目指した「ビジネスシステム改革」、品質管理

体制の強化を図る「ＮＣＳ生産革新運動」、生産性向上を図るための先進的開発技術への取り組みを引き続き推進

し、コストの引き下げと、収益体質の改善を図ります。 

以上の事業活動を積極的に展開し、全社一丸となって業績の向上に努める所存でございます。 

  

４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項には以下のものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

  

（１）経済情勢変化と技術革新 

当社グループが属するＩＴサービス業界においては、近年競合他社との競争激化や案件価格の低下傾向が続いてお

り、このような環境下、経済情勢の変化等により顧客企業の情報化投資抑制や業界内部の価格競争が急速に進行し持

続した場合には、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、急速で多様な技術革

新が続く中、有力な技術への対応遅れが業績に影響を及ぼす可能性もあります。 

当社ではこうした事態に対し、当社資産としての業種・業務ノウハウを背景としたソリューションサービスの積極

的展開とお客様の要望をより正しく捉えるためのコミュニケーションスキルの強化を図っております。また、社員の

ＩＴスキルに対応したキャリアアップ、教育研修制度の充実、および先進的開発技術取得への活動を展開しておりま

す。 

  

（２）不採算プロジェクトの発生 

当社グループ事業、とりわけソフト受託開発においては、お客様からの仕様追加や開発方式の変更等により当初見

積もり以上に作業工数が増大した場合、その開発リスクを受託責任として負担を求められる場合があり、結果として

不採算となるプロジェクトが発生することがあります。また、納入後の不具合の発生等により修復に要する費用が業

績に影響を及ぼす可能性があります。 



従来、当社では見積もり・受注段階からのプロジェクト管理の徹底、開発・製造段階でのプロジェクトレビューに

よるリスクの早期発見と対策を実行してきており、また開発プロセス管理ツールの活用やドキュメントの標準化、品

質会計への取り組み強化を通じて品質の向上を追及しております。 

  

（３）特定取引先への依存 

当社は日本電気株式会社（以下、ＮＥＣ）の販売特約店でありＮＥＣが製造販売するコンピュータ機器と当社グル

ープの保有する情報技術やソフトウェアパッケージを組み合わせた情報システムを販売するとともに、ＮＥＣグルー

プが受注した大型プロジェクトのＳＩサービス業務を受託し、開発作業を分担しております。これらの売上は当社グ

ループの大きな事業収入の柱となっており、今後ＮＥＣにおいて経営方針または取引関係における事業方針の大幅な

変更がなされた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループでは、こうしたリスクを回避するためにＮＥＣグループのＩＴサービス事業における当社のポジショ

ンを明確にし、その強みを発揮して協業関係を維持、拡大するとともに、中堅・中小規模の企業・法人への販路拡大

にも努めております。 

  

（４）情報セキュリティ問題 

システムの開発、運用に関連する情報セキュリティは当社グループにとって重要な経営リスクと認識しており、万

が一、悪意のあるセキュリティ侵害を受けた場合や、業務遂行上取り扱う顧客情報や個人情報の漏洩が発生した場合

は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

当社ではＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジメントシステム）の認証取得、プライバシーマークの取得などを通し

て社内の情報セキュリティコンプライアンスを確立しており、また、「情報セキュリティ委員会」や「個人情報保護

委員会」等を設置するとともに社内啓蒙にも努めており、こうした事態の発生防止と発生時のリスク最小化に向けて

実行体制を強化しております。 

  

（５）人材の確保 

当社グループが属するＩＴサービス業界においては、コンピュータのハードウェア技術に加え、ソフトウェアの開

発言語、アプリケーション、さらにはネットワーク技術等の技術革新が高度に、絶えず進んでおり、これに対応でき

る開発技術者、優秀なプロジェクトマネージャ、およびシステム構築要員の確保が不十分であれば競争力が低下し、

受注の縮小、プロジェクト採算性の悪化等を招来する恐れがあります。 

当社グループでは優秀な人材の採用、雇用に努めるとともに、開発人材の教育・研修の強化、協力会社の育成を行

っており、さらには業務アライアンス、資本提携によるリソースの確保に積極的に取り組んでまいります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

特に記載すべき事項はありません。 

  



６ 【研究開発活動】 

当社グループの当連結会計年度における研究開発活動は、先進的オブジェクト指向技術及びソフトウェアプロセ

スにおける調査を中心に進めてまいりました。その概要は以下のとおりであります。 

なお、当連結会計年度の研究開発費は58,956千円であります。 

  

(1) 先進的オブジェクト指向技術における調査研究 

当社グループは、オブジェクト指向技術において注目されている先進的なアジャイル開発(Agile Development)の

実務適用に向けた調査研究を進めております。この分野での開発手法は開発プロセス管理やモデリング技法を含め

た範囲から、ビジネスプロセスやビジネスモデリングへの対応についても実務適用へ向けて研究範囲が展開してお

ります。 

このため、当社のアジャイル開発技術とモデル駆動開発技術をもとに、ビジネスプロセスやビジネスモデリング

への実務適用についての調査研究を行っております。 

  

(2) ソフトウェアプロセスにおける調査研究 

ソフトウェア産業においてシステム構築の観点からソフトウェアプロセスが重要視されております。しかし、要

件不確定なシステム開発に対するソフトウェアプロセスは明確になっておりません。そのため、要求開発という新

たなプロセスが注目されており、実証へ向けた研究がはじまっております。 

このため、要件不確定型システム開発に対応する要求開発プロセスの調査研究を行っており、要求開発プロセス

とシステム開発プロセスとのワークパッケージの調査を行っております。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 

(1) 当連結会計年度の経営成績の分析 

(売上高) 

当連結会計年度における当社グループの売上高は、官庁・通信業向け開発売上やホテル・介護レンタルなどの

業種パッケージ関連売上、ハードウェア売上が堅調に推移しましたが、製造業・流通業向け大型開発案件の着手

遅れや公共・金融業向け開発案件のトラブル発生による機会損失等により、ほぼ前年度並みとなりました。 

全般的には、前期比１百万円増収とほぼ前年度並みの１７８億１３百万円（前期比0.0％増）の売上高となりま

した。売上高の状況につきましては、「第２事業の状況」「１業績等の概要」「(1)業績」に記載しております。

  

(営業利益) 

品質管理体制の強化を図る「ＮＣＳ生産革新運動」や生産性向上を図るための先進的開発技術への取り組みを

行い、諸経費についても縮減を図りましたが、一部プロジェクトでトラブルが発生したことにより営業利益は前

連結会計年度に比べ１億40百万円減少し、１億26百万円（前期比52.8％減）となりました。 

  

(営業外損益) 

営業外損益は１億40百万円の純収益となり、前連結会計年度と比べ94百万円減少いたしました。これは主に、

有価証券の売却益の減少によるものです。 

  

(特別損益) 

特別損益は前連結会計年度に比べ２億３百万円改善し、22百万円の純損失となりました。これは、前連結会計

年度において役員退職慰労引当金繰入額(１億17百万円)、新事務所移転による賃借契約解約損(１億15百万円)を

計上しておりましたが、当連結会計年度は土地の減損処理23百万円を計上したことによるものです。 

  



(当期純利益) 

当期純利益は、前年度と比べ１億27百万円減少し、１億２百万円（前期比55.3％減）となりました。その結

果、１株当たり当期純利益は前年度の18.90円から8.34円に減少し、株主資本利益率（ＲＯＥ）は前年度の2.8％

から1.2％に悪化しました。 

  

(2) キャッシュ・フローの分析 

当社グループの資金状況は、当連結会計年度末において現金及び現金同等物が、前連結会計年度末より６億１百

万円減少し、38億77百万円(前期比13.4％減)となっています。 

営業活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度において３億24百万円を使用(前連結会計年度は８億87

百万円の獲得)し、前連結会計年度と比べ12億12百万円減少いたしました。税金等調整前当期純利益を２億43百万円

計上し、また、仕入債務の増加(２億64百万円)等による収入があったものの、一方で法人税等の支払による支出が

前連結会計年度の23百万円から５億24百万円と大幅な増加となりました。これは、税務上の繰越欠損金の恩典によ

り、前連結会計年度までは税支出が軽減されていたことによるものです。また、前連結会計年度における新事務所

移転に伴う差入保証金の差額返金分４億69百万円の影響がなくなったこと等が主な要因であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度において45百万円を獲得(前連結会計年度は２億７百万

円の獲得)し、前連結会計年度と比べ１億61百万円減少（前期比77.9％減）いたしました。これは主に、定期預金の

払い戻しの純収入１億44百万円があったものの、有価証券の取得・売却による資金の増減が前連結会計年度の４億

97百万円の純収入から当連結会計年度は82百万円の純収入に減少したことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローでは、当連結会計年度において３億30百万円を使用(前連結会計年度は５億13

百万円の使用)し、前連結会計年度と比べ使用資金が１億83百万円減少（前期比35.7％減）いたしました。これは主

に、長期借入金５億円及び第４回の無担保社債の発行による収入３億92百万円により８億92百万円の資金を得たも

のの、短期借入金の純減少額２億92百万円、長期借入金の約定弁済８億５百万円、社債の償還による支出50百万円

及び配当金支払69百万円等の支出によるものであります。 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末時価終値×期末発行済株式総数により計算しております。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債

を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用

しております。 

  

  
第36期 

平成14年3月期 

第37期 

平成15年3月期 

第38期 

平成16年3月期 

第39期 

平成17年3月期 

第40期 

平成18年3月期 

自己資本比率（％） 51.9 45.0 47.9 48.0 49.9 

時価ベースの自己資本比率（％) 28.7 27.1 27.9 26.0 40.9 

債務償還年数（年) 3.8 ― 8.2 3.6 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 14.0 ― 6.8 13.6 ― 



(3) 戦略的現状と見通し 

ＩＴ需要の回復基調による事業機会の増大に伴い、企業経営者の情報化投資の費用対効果に対する見極めが厳し

さを増しています。さらに、情報サービス業界内での受注獲得競争や、中国やインドなどの海外ＳＩ企業の日本市

場への参入など、業界の価格競争は激化の一途を辿っております。このような状況のもとで当社グループは、以下

に記載する開発プロセス改革と人材の育成及びビジネスシステム改革を強力に推進することにより、市場競争力の

強化を目指してまいります。 

①開発プロセスの改革と人材の育成 

業種、業務、技術分野における得意領域を核にした技術力の確立に努め、当社および中国の開発子会社と国内

開発パートナーとの協業体制を確立し、高品質で低価格のサービス提供ができる開発基盤を確立してまいりま

す。 

・ＩＴスキル標準に対応したキャリアアップ、ＩＴ資格とスキルとの連動による教育研修制度の充実化を図る

とともに、ヒューマンスキルの強化による「ＮＣＳプロフェッショナル」人材の創出に努めてまいります。 

・モデリング、ＥＡ、ＳＯＡなど先進的な開発技術への取組みを強化し、システム開発の生産性の向上に努め

てまいります。 

・「ＮＣＳ生産革新運動」を継続推進し、内部レビューおよび設計開発判定審査の徹底によるトラブルプロジ

ェクトの撲滅に努めてまいります。 

・中国の開発子会社「ＮＣＳ上海」を最大限に活用し、海外外注の拡大によるプログラム製造工程の低コスト

化に取り組んでまいります。 

②ビジネスシステムの改革 

「人材と職場の活性化」と「企業価値とイメージの向上」により企業競争力の強化をめざすコミュニケーショ

ン改革を推進し、社内コミュニケーションと社外コミュニケーションの活性化を通じて、活力に満ちた企業風

土を醸成してまいります。 

・人事諸制度の継続的改訂による士気の高揚、社内情報の発信・公開による経営の意志伝達や会社状況と社員相

互の使命感の共有を目的とする社内コミュニケーションを活発化し人材と職場の活性化に努めてまいります。

・幅広いステークホルダーに対する企業メッセージとコーポレートコミュニケーションの活性化に努めてまいり

ます。 

・既に認証取得しておりますプライバシーマーク、品質マネジメントシステム、環境マネジメントシステム及び

情報セキュリティマネジメントシステムの充実化と定着化に取り組み、併せてＣＳＲ（企業の社会的な責任）

の遂行における全社的な情報収集体制と適時開示発信体制を強化してまいります。 

  

(4) 経営者の問題認識と今後の方針について 

国内のＩＴサービス市場は、ベンダー間の激しい競争、顧客のＩＴ投資に対する厳しいＲＯＩ（投資対効果）を

求める姿勢は継続するものの、国内経済の成長、テクノロジーの発展、サービス単価の下げ止り、企業のＩＴ投資

の増加など明るい材料も多く、中長期的には堅調に推移するものと思われます。 

このような経営環境を背景にして、当社グループは、「ソリューション リーディングカンパニー」として、お客

様にとって付加価値の高い、実践的なＩＴソリューションサービスを提供することを通じて、お客様に信頼される

パートナーとして認知され、お客様とともに成長していくことを目指してまいります。 



中期事業戦略として、以下の施策を展開してまいります。 

①ソリューションサービスの拡充 

当社グループが蓄積してまいりました業種・業務ノウハウやシステム構築と運用ノウハウに先進的なＩＴ技

術を統合して、お客様の事業課題を解決する「戦略情報システムソリューション」「情報システムプラット

フォームソリューション」として整備拡充してまいります。また、より多くのお客様にご利用していただき

やすいように、お客様のビジネススキームに合わせて、ホテル・外食・介護レンタルなど特定の業種業務ソ

リューションのＡＳＰ化を推進してまいります。 

②アライアンスの強化 

・ＮＥＣグループの開発パートナーとしての協業の枠組みを拡大し、ソリューションサービスをベースとした

営業連携を強化し、顧客の拡大と売上の増大に努めます。当社グループのソリューションサービスをＮＥＣ

国内営業部門やＮＥＣグループ会社と連携して拡販するとともに、ＮＥＣグループの保有するソリューショ

ンサービスを当社グループのお客様に提供し、お客様に対するサービスメニューの拡充と売上の増大を図り

ます。 

・生産管理、販売管理、顧客管理、物流関連等の様々な情報サービス分野において専門的なテクノロジーをも

つソリューションベンダーと、互いの得意分野を核にした協業関係を構築し、ソリューション機能の拡充と

販売マーケットの拡大を図ります。 

・ＳＩベンダー、通信事業者、コンサルティング企業、ユーザ企業情報システム部門など、ＩＴ分野において

当社グループとのシナジー効果のある企業とのビジネスアライアンスを推進し、新たなマーケットを開拓い

たします。 

③ブロードバンドとユビキタスネットワーク社会への対応 

政府が推進する「ｕ‐Ｊａｐａｎ政策」により、「いつでも誰でもがインターネットや無線を通じてＩＣＴ

を利活用できるユビキタス社会」の実現に向けて、さらなる進展と実用化が進むと予測されるブロードバン

ドやＲＦＩＤといったユビキタスネットワーク社会のインフラとなる基盤技術を、当社グループのソリュー

ションサービスに取り込み、高付加価値で多機能なサービスの提供を目指してまいります。 

④中堅企業向けマーケットの拡大 

「新会社法」および将来の導入が検討されている通称「日本版ＳＯＸ法」に関連し、企業統治全体を整備す

るＩＴ投資の拡大が予測されております。当社グループは、この分野においてＥＲＰパッケージ等の販売体

制の強化を図り、従来、手薄であった中堅企業層への拡販を図ってまいります。 

⑤品質管理の徹底と価格競争力の強化 

・開発ツールの活用やドキュメントの標準化、品質会計への取組みの強化を通じて、システム設計から開発工

程における品質の向上を追求してまいります。 

・中国の開発子会社「ＮＣＳ上海」を中心にして開発フェーズの海外発注を促進し、外注コストの低減とロー

コスト開発基盤の整備拡充を図ります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社グループの設備投資については、ソフトウェア開発のための開発機器の設備が必要になりますが、リースで対

応しており、それ以外は特にありません。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

  

(注) １ 上記の事務所建物については賃借しており年間賃借料は457,666千円であります。 

２ 現在休止中の設備はありません。 

３ 上記の他、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりであります。 

   (提出会社) 

  

(2) 国内子会社 

主要な設備はありません。 

  

(3) 在外子会社 

主要な設備はありません。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

特に記載すべき事項はありません。 

事業所名 
(所在地) 

事業部門の名称 
設備の
内容 

帳簿価額(千円)
従業員数
(名) 

建物
土地
(面積㎡) 

器具備品 構築物 合計   

本社 
(大阪市中央区) 

ソフトウェア開発事業
システムインテグレーション事業 
管理部門 

事務所
設備 

39,866
―
(―)

53,701
―
  

93,567 584

東京本社 
(東京都港区) 

ソフトウェア開発事業
システムインテグレーション事業 
管理部門 

事務所
設備 

14,987
―
(―)

30,358
―
  

45,345 247

名古屋支社 
(名古屋市中村区) 

ソフトウェア開発事業
システムインテグレーション事業 
管理部門 

事務所
設備 

4,490
―
(―)

168
―
  

4,659 98

北九州事業所用地 
(北九州市戸畑区) 

――― 
事業所
用地 

―
474,000
(8,999)

― 2,556 476,556 ―

事業所名 
(所在地) 

事業部門の名称 設備の内容 台数 リース期間
年間 

リース料 
(千円) 

リース
契約残高 
(千円) 

本社 
(大阪市中央区) 

ソフトウェア開発事業 
システムインテグレーション事業 
管理部門 

コンピュータ機器
及び什器備品 

一式 ３年～７年間 83,996 195,011

東京本社 
(東京都港区) 

ソフトウェア開発事業 
システムインテグレーション事業 
管理部門 

コンピュータ機器
及び什器備品 

〃 ４年～７年間 14,816 54,133

名古屋支社 
(名古屋市中村
区) 

ソフトウェア開発事業 
システムインテグレーション事業 
管理部門 

コンピュータ機器
及び什器備品 

〃 ５年～７年間 9,984 39,243



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

② 【発行済株式】 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

(注) 平成14年６月27日開催の定時株主総会において、資本準備金を2,000,000千円減少することを決議しており、平成14年８月２

日をもって、その他資本剰余金に振替えております。 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 自己株式298,621株は、「個人その他」に298単元、「単元未満株式の状況」に621株含まれております。 

２ 証券保管振替機構名義の株式3,600株は、「その他の法人」に3単元、「単元未満株式の状況」に600株含まれておりま

す。 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 32,760,000

計 32,760,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月29日) 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 11,793,600 11,793,600
大阪証券取引所
（市場第二部) 

株主としての権利内容
に制限のない、標準と
なる株式 

計 11,793,600 11,793,600 ― ― 

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
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成14年８月２日 
(注) 

― 11,793,600 ― 3,775,100 △2,000,000 2,232,620

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 10 6 38 1 ― 939 994 ―

所有株式数 
(単元) 

― 1,121 17 3,056 262 ― 7,065 11,521 272,600

所有株式数 
の割合(％) 

― 9.73 0.15 26.53 2.27 ― 61.32 100.00 ―



(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) 当社は自己株式298千株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株(議決権の数3個)含まれておりま

す。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式621株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

舟 渡 善 作 兵庫県西宮市 2,671 22.65

日本電気株式会社 東京都港区芝５丁目７番１号 2,605 22.09

日本コンピューター・システム 
従業員持株会 

大阪市中央区城見１丁目３番７号 583 4.94

高 岸 俊 二 兵庫県芦屋市 335 2.84

ソシエテ ジェネラル バンク 
アンド トラスト 
（常任代理人 香港上海銀行） 

11，AVENUE EMILE REUTER L-2420 
LUXEMBOURG 
（東京都中央区日本橋３丁目11番1号） 

262 2.22

住友信託銀行株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５番33号 244 2.07

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１番２号 150 1.27

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地７丁目18番24号 141 1.20

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 132 1.13

株式会社近畿大阪銀行 大阪市中央区城見１丁目４番27号 132 1.12

計 ― 7,256 61.53

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 298,000

―
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

11,223,000
11,223 同上 

単元未満株式 普通株式 272,600 ― 同上 

発行済株式総数 11,793,600 ― ― 

総株主の議決権 ― 11,223 ― 

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) 
日本コンピューター・ 
システム株式会社 

大阪市西区土佐堀 
１丁目５番11号 

298,000 ― 298,000 2.5

計 ― 298,000 ― 298,000 2.5



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

(注) 平成18年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号

に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める。」旨を定款に定めておりま

す。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  

３ 【配当政策】 

株主に対する配当につきましては、収益状況に対応した配当を行うことを基本として、配当性向の向上、内部

留保などを勘案して決定することを基本方針としており、収益力の向上、財務体質の強化を図ることで安定的な

配当を継続することが重要と考えております。 

当期の配当につきましては業績動向や財務状況を勘案し、前期と同じく年間配当を６円といたしました。この結

果、当期の配当性向は57.7％となっております。 

内部留保資金につきましては、プロフェッショナル人材の育成、中長期的視点に立った先進技術等の研究開

発、生産力・品質力向上および事業推進を円滑にするためのインフラ整備等に投資し、継続的な成長に向けて企

業総合力とグループ事業基盤の強化に努めてまいります。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 
  

(注) 株価は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 
  

(注) 株価は大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

回次 第36期 第37期 第38期 第39期 第40期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) 550 559 460 410 674

最低(円) 318 252 291 310 342

月別 
平成17年 
10月 

11月 12月
平成18年
１月 

２月 ３月 

最高(円) 480 530 580 674 610 630

最低(円) 412 460 540 530 520 530



５ 【役員の状況】 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表取締役 
社長   松 木 謙 吾 昭和26年12月10日生

平成５年12月 日本アイ・ビー・エム株式会社退

社 

39

平成６年１月 当社入社 

平成８年４月 事業企画推進本部長 

平成９年６月 取締役事業企画推進本部長 

平成12年６月 常務取締役 

平成16年３月 恩喜愛思（上海）計算機系統有限

公司董事長(現任) 

平成16年５月 代表取締役専務 

平成17年４月 代表取締役社長(現任) 

取締役 
執行役員専務 

管理本部長 
佐 藤 淳 敏 昭和18年７月28日生 

昭和43年４月 当社入社 

9

昭和62年４月 人事部長 

平成11年６月 取締役人事部長 

平成16年５月 常務取締役 

平成17年６月 常務取締役管理本部長 

平成18年６月 取締役兼執行役員専務 管理本部

長(現任) 

取締役 

執行役員常務 

ソリューション

事業本部長 

原 田  毅 昭和22年２月25日生 

昭和40年４月 日本電気株式会社入社

5

平成14年７月 当社ソリューション事業本部長 
平成15年６月 日本電気株式会社退社

平成15年６月 取締役ソリューション事業本部長 
平成18年６月 取締役兼執行役員常務 ソリュー

ション事業本部長(現任) 

取締役 

執行役員常務 

企画本部長兼 

ＳＩ事業開発 

本部長 

高 崎 一 雄 昭和23年９月30日生 

昭和46年４月 当社入社

7

平成15年４月 ＳＩ開発本部長

平成15年６月 取締役ＳＩ開発本部長

平成18年６月 取締役兼執行役員常務 企画本部

長兼ＳＩ事業開発本部長(現任) 

取締役 

執行役員常務 

ＳＩ事業営業 

本部長 

濱 口 忠 三 昭和24年10月８日生 

昭和43年４月 当社入社

7

平成15年４月 ＳＩ営業本部長

平成15年６月 取締役ＳＩ営業本部長

平成18年６月 取締役兼執行役員常務 ＳＩ事業

営業本部長(現任) 

取締役相談役   舟 渡 善 作 大正12年８月10日生

昭和33年３月 日本システム・マシン株式会社 

常務取締役 

2,671

昭和41年９月 日本コンピューター株式会社設立

(昭和41年10月日本コンピュータ

ー・システム株式会社に商号変

更)代表取締役社長 

平成９年６月 代表取締役会長 

平成15年６月 取締役相談役(現任) 

取締役   小 林  研  昭和23年９月28日生 

昭和46年４月 日本電気株式会社入社 

―

平成９年４月 同社第五Ｃ＆Ｃシステム事業本部

共通技術システム本部長 

平成16年６月 当社取締役(現任) 

平成18年４月 日本電気株式会社執行役員常務 

(現任) 



  

(注) １ 取締役 小林 研は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」であります。 

２ 監査役 白井裕之、尾﨑幸夫は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」であります。 

３ 代表取締役社長 松木謙吾は、取締役相談役 舟渡善作の長女の配偶者であります。 

４ 当社は、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行の監督機能、及び業務執行の責任と権限を明確にするための業務機能の

強化、並びに経営の機動性を求めながら効率性、健全性、適正さを高めるため、執行役員制度を導入しております。執行

役員は取締役６名、及び企画本部副本部長 山本 義孝、ＳＩ事業営業本部副本部長 南 秀雄、ソリューション事業本

部副本部長兼ＥＲＰソリューション推進室長 赤松 勉、ＳＩ事業開発本部副本部長 室岡 孝彦の４名、計１０名で構

成されております。 

                             

     

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、企業の社会的責任を全うすることを経営上の最も重要

な課題の一つとして位置づけており、このことが、株主価値を高めることの一つとも認識しております。 

その実現のために、株主の皆様やお得意様をはじめ、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダーとの良好

な関係を築くとともに、現在の株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の機能制度を一層強化・

改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。 

また、株主・投資家の皆様へは、会社情報の適時開示に係る社内体制により、迅速かつ正確な情報開示に努める

とともに、経営の透明性を高めてまいります。 

  

なお、以下の事項は当事業年度末（平成18年３月31日）現在におけるものであります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

取締役 

執行役員 

管理本部 

副本部長 

太 田  穣  昭和22年２月９日生 

昭和45年４月 日本電気株式会社入社

―

平成17年５月 日本電気株式会社退社

平成17年５月 当社顧問

平成17年６月 取締役管理本部副本部長

平成18年６月 取締役兼執行役員 管理本部副本

部長(現任) 

取締役 

執行役員 

管理本部 

副本部長 

兼経営管理室長 

夏 木  潔  昭和23年５月23日生 

昭和63年３月 当社入社

2

平成15年４月 経営管理室長兼計画管理部長 
平成17年６月 取締役管理本部副本部長兼経営管

理室長 
平成18年６月 取締役兼執行役員 管理本部副本

部長兼経営管理室長(現任) 

常勤監査役   髙 松 一 幸 昭和18年４月17日生 

昭和41年９月 当社入社

16
平成11年６月 取締役経理部長

平成16年７月 取締役財務部長

平成17年６月 常勤監査役(現任)

常勤監査役   中 村 勝 政 昭和23年８月21日生 
昭和46年４月 当社入社

3平成９年４月 情報管理部長

平成17年６月 常勤監査役(現任)

監査役   白 井 裕 之 昭和31年９月28日生 
平成３年10月 司法試験合格

―平成６年４月 弁護士登録

平成７年６月 当社監査役(現任)

監査役   尾 﨑 幸 夫 昭和24年５月11日生 

昭和47年４月 日本電気株式会社入社

―

平成16年６月 当社監査役(現任)

平成18年４月 日本電気株式会社企業ソリューシ

ョンビジネスユニット支配人 (現

任) 

計 2,760



(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 

当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、下記のとおりであります。 

  

 

  

・当社は監査役制度を採用しております。 

・取締役会は、当社の規模等に鑑み機動性を重視し、現在社外取締役１名を含む１０名の体制をとっておりま

す。取締役会は原則年８回の定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項

や、経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督しております。 

・当社は、取締役会への付議事項の事前審議及び取締役会の決定した基本方針に基づき、その業務執行方針・計

画・重要な業務の実施等に関する協議機関として常勤役員８名で構成される経営会議を、原則月２回開催して

おります。 

・監査役会は常勤監査役２名を含む計４名の体制をとっております。各監査役は監査役会が定めた監査計画及び

職務分担に基づき、業務執行の適法性について監査しております。常勤監査役は重要な意思決定の過程及び業

務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、監査に必要な情報の収集を行っております。

なお、監査役４名のうち、社外監査役は２名であります。 

・代表取締役社長は、監査役４名と定期的に会合し、コンプライアンス面や内部統制の整備状況などについて意

見交換を行っております。 

・会計監査人には、監査法人トーマツを選任し、正確な経営情報を迅速に提供するなど公正不偏な立場から監査

が実施される環境を整備しております。 



・内部監査部門として監査室を設置し、担当者１名で、業務における遂行が各種法令など、当社の各種規程類及

び経営計画などに準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているかなどについて調査・チェック

し、指導・改善に向けた内部監査を行っております。 

・監査役会、監査室は必要に応じ会計監査人を含め、相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の

質的向上を図っております。 

・顧問弁護士からは、法律上の判断を必要とする場合、適時に助言・指導を受けております。 

・当社は関係部門のメンバーで構成した広報ＩＲ委員会を設置し、ＩＲの充実に向けて積極的に取り組んでおり

ます。 

・当社は情報セキュリティの維持・向上を図ることを目的として、情報セキュリティ委員会を設置しておりま

す。 

・当社は個人情報保護のため、個人情報保護方針を定め、個人情報保護委員会を設置し活動を行っております。 

・当社は情報開示委員会を設置し、適時開示情報の適正性を確保するとともに企業情報の迅速な適時開示に努め

ております。 
  

(3) 役員報酬及び監査報酬 

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬並びに監査法人に対する監査報酬は以下のとおり

であります。 

  (注) 当期中の退任取締役４名及び退任監査役１名の報酬を含んでおります。 

  (注) 上記以外の報酬はありません。 

(4) 社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 

社外取締役１名と社外監査役１名は当社の大株主かつ、営業上の取引先である関係会社の日本電気株式会社と兼

任関係にあります。もう１名の社外監査役は弁護士が社外監査役として就任しており、当社との間には利害関係は

ありません。 

(5) 会計監査の状況 

①業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名 

   指定社員 業務執行社員  石田 昭 （監査法人トーマツ） 

   指定社員 業務執行社員  和田 稔郎（監査法人トーマツ） 

②監査業務に係る補助者の構成 

   公認会計士   ５名 

   会計士補    ６名 

①役員報酬 ：取締役に支払った報酬 14名 107,495千円（うち社外取締役１名 600千円） 

    監査役に支払った報酬 ５名 24,810千円（うち社外監査役３名 4,200千円) 

    計  132,305千円  

②監査報酬 ：公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 21,000千円



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第２項のた

だし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)については、「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令第５号）附則第２項のただし

書きにより、改正前の財務諸表等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、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及

び前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)並びに当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３

月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、監

査法人トーマツにより監査を受けております。 



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金  5,046,657 4,199,111  

 ２ 受取手形及び売掛金  5,681,195 5,791,038  

 ３ 有価証券  87,180 70,185  

 ４ たな卸資産  569,640 746,760  

 ５ 繰延税金資産  365,683 299,805  

 ６ その他  167,505 189,788  

 ７ 貸倒引当金  △1,265 △435  

   流動資産合計  11,916,595 70.2 11,296,256 67.1

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産     

  (1) 土地 ※２  497,656 474,460  

  (2) その他 ※３  182,490 155,755  

   有形固定資産合計  680,147 4.0 630,215 3.7

 ２ 無形固定資産  110,747 0.6 84,097 0.5

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券 ※１  1,636,164 2,147,968  

  (2) 繰延税金資産  873,824 785,048  

  (3) 差入保証金  391,819 396,767  

  (4) その他  1,468,450 1,600,349  

  (5) 貸倒引当金  △96,692 △95,420  

   投資その他の資産合計  4,273,567 25.2 4,834,713 28.7

   固定資産合計  5,064,462 29.8 5,549,026 32.9

   資産合計  16,981,057 100.0 16,845,282 100.0

      



  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 支払手形及び買掛金  570,204 767,995  

２ 短期借入金  1,104,600 812,400  

３ １年以内返済予定 
  長期借入金 

 780,000 360,000  

４ １年以内償還予定社債  ― 100,000  

５ 未払金  1,435,487 1,490,648  

６ 未払法人税等  397,827 25,280  

７ 賞与引当金  546,751 474,047  

８ その他  430,946 480,902  

流動負債合計  5,265,818 31.0 4,511,273 26.8

Ⅱ 固定負債     

１ 社債  900,000 1,150,000  

２ 長期借入金  340,000 455,000  

３ 退職給付引当金  1,771,425 1,949,533  

４ 役員退職慰労引当金  375,500 79,650  

５ 長期未払金  168,649 297,219  

固定負債合計  3,555,574 21.0 3,931,403 23.3

負債合計  8,821,392 52.0 8,442,677 50.1

(少数株主持分)     

少数株主持分  3,236 0.0 3,060 0.0

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※４  3,775,100 22.2 3,775,100 22.4

Ⅱ 資本剰余金  4,054,168 23.9 4,054,168 24.1

Ⅲ 利益剰余金  532,348 3.1 366,673 2.2

Ⅳ 土地再評価差額金 ※２  △190,151 △1.1 △3,349 △0.0

Ⅴ その他有価証券評価差額金  93,927 0.5 315,960 1.9

Ⅵ 為替換算調整勘定  △949 △0.0 5,315 0.0

Ⅶ 自己株式 ※５  △108,015 △0.6 △114,324 △0.7

資本合計  8,156,428 48.0 8,399,544 49.9

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 16,981,057 100.0 16,845,282 100.0

      



② 【連結損益計算書】 

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  17,812,294 100.0 17,813,690 100.0

Ⅱ 売上原価  14,308,738 80.3 14,352,437 80.6

   売上総利益  3,503,556 19.7 3,461,252 19.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  175,230 180,425   

 ２ 給与手当及び賞与  1,346,311 1,472,939   

 ３ 賞与引当金繰入額  130,368 100,239   

 ４ 役員退職慰労 
   引当金繰入額 

 38,000 22,690   

 ５ 退職給付費用  162,643 117,041   

 ６ 福利厚生費  356,613 346,393   

 ７ 賃借料  276,938 278,054   

 ８ 旅費・交通費  155,293 160,511   

 ９ 研究開発費 ※１ 51,361 58,956   

 10 その他  543,700 3,236,460 18.2 597,858 3,335,111 18.7

   営業利益  267,095 1.5 126,141 0.7

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  13,258 22,135   

 ２ 受取報奨金 ※２ 15,998 18,062   

 ３ 受取配当金  15,079 26,407   

 ４ 有価証券売却益  179,481 93,179   

 ５ 保険配当金  53,361 33,745   

 ６ その他  36,139 313,319 1.7 15,371 208,901 1.2

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  64,699 50,843   

 ２ 社債発行費  8,300 7,600   

 ３ 社債保証料  ― 8,852   

 ４ その他  5,154 78,154 0.4 1,400 68,696 0.4

   経常利益  502,260 2.8 266,346 1.5

Ⅵ 特別利益    

 １ 退職給付制度改定利益  9,149 ―   

 ２ 貸倒引当金戻入益  2,089 11,238 0.1 774 774 0.0

Ⅶ 特別損失    

 １ 減損損失 ※４ ― 23,196   

 ２ 固定資産除売却損 ※３ 3,589 ―   

 ３ 役員退職慰労 
   引当金繰入額 

 117,650 ―   

 ４ 賃借契約解約損  115,866 237,105 1.3 ― 23,196 0.1

   税金等調整前当期純利益  276,393 1.6 243,924 1.4

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 361,251 140,294   

   法人税等調整額  △313,629 47,621 0.3 2,894 143,189 0.8

   少数株主損失  1,431 0.0 2,059 0.0

   当期純利益  230,203 1.3 102,794 0.6
      



③ 【連結剰余金計算書】 
  

    
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   4,054,298  4,054,168

Ⅱ 資本剰余金減少高     

 １ 自己株式処分差損   130 130  ―

Ⅲ 資本剰余金期末残高   4,054,168  4,054,168

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   353,907  532,348

Ⅱ 利益剰余金増加高     

 １ 当期純利益   230,203 230,203 102,794 102,794

Ⅲ 利益剰余金減少高     

 １ 配当金   46,061 69,047  

 ２ 役員賞与   5,700 12,620  

 ３ 土地再評価差額金取崩額   ― 51,761 186,802 268,469

Ⅳ 利益剰余金期末残高   532,348  366,673

      



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 税金等調整前当期純利益  276,393 243,924 

 ２ 減価償却費  66,466 71,590 

 ３ 減損損失  ― 23,196 

 ４ 退職給付引当金の増減額(減少：△)  △123,641 178,108 

 ５ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△)  155,650 △79,715 

 ６ 賞与引当金の増減額(減少：△)  173,194 △72,704 

 ７ 受取利息及び受取配当金  △28,337 △48,542 

 ８ 受取報奨金  △15,998 △18,062 

 ９ 支払利息  64,699 50,843 

 10 売上債権の増減額(増加：△)  78,860 △144,331 

 11 たな卸資産の増減額(増加：△)  19,230 △177,120 

 12 仕入債務の増減額(減少：△)  △515,415 264,749 

 13 差入保証金の増減額(増加：△)  469,844 ― 

 14 未払金の増減額(減少：△)  268,534 △44,071 

 15 投資有価証券売却損益  △179,481 △93,179 

 16 未払消費税の増減額(減少：△)  6,251 △6,442 

 17 役員賞与の支払額  △5,700 △12,620 

 18 その他  223,202 51,826 

    小計  933,753 187,449 

 19 利息及び配当金の受取額  28,163 48,491 

 20 受取報奨金の受取額  14,722 17,496 

 21 利息の支払額  △65,042 △53,339 

 22 法人税等の支払額(△)又は還付額  △23,935 △524,783 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  887,661 △324,684 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 定期預金預け入れによる支出  △786,538 △790,959 

 ２ 定期預金払戻しによる収入  736,388 935,760 

 ３ 有価証券の取得による支出  △300,219 ― 

 ４ 有価証券の売却による収入  110,484 18,500 

 ５ 投資有価証券の取得による支出  △1,493,031 △1,432,227 

 ６ 投資有価証券の売却等による収入  2,180,455 1,331,456 

 ７ 有形固定資産の取得による支出  △194,527 △6,593 

 ８ 無形固定資産の取得による支出  △34,642 △7,394 

 ９ その他  △10,888 △2,607 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  207,481 45,934 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 短期借入金の純増減額(減少：△)  △476,200 △292,200 

 ２ 長期借入による収入  ― 500,000 

 ３ 長期借入金の返済による支出  △480,000 △805,000 

 ４ 社債の発行による収入  491,700 392,400 

 ５ 社債の償還による支出  ― △50,000 

 ６ 配当金の支払額  △46,061 △69,047 

 ７ その他  △2,830 △6,308 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △513,392 △330,156 

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額  △450 7,667 

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額(減少：△)  581,300 △601,238 

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高  3,897,501 4,478,802 

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高  4,478,802 3,877,564 
     



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

  当社の子会社は、オーエーエンジニアリング株式会

社、エヌシーエステクノロジー株式会社、恩喜愛思

（上海）計算機系統有限公司の３社であります。 

１ 連結の範囲に関する事項 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

  アイ・システム株式会社は関連会社でありますが、

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がないため、持分法

の適用範囲から除外しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 

  連結子会社のうち、恩喜愛思（上海）計算機系統有

限公司の決算日は、12月31日であります。連結財務

諸表を作成するにあたっては同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。 

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

    時価のあるもの 

     決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

     (評価差額は全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定しておりま

す。) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

    時価のないもの 

同左 

  ② デリバティブ 

     時価法 

  ② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

   1) 商品 

     コンピュータ機器…個別法による原価法 

     その他商品…………総平均法による原価法 

   2) 部品…………………最終仕入原価法 

   3) 仕掛品………………個別法による原価法 

  ③ たな卸資産 

   1) 商品 

     コンピュータ機器…同左 

     その他商品…………同左 

   2) 部品…………………同左 

   3) 仕掛品………………同左 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産…定率法 

  ② 無形固定資産 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産…同左 

  ② 無形固定資産 

   1) ソフトウェア 

     (市場販売目的のソフトウェア) 

     見込販売数量に基づく償却額と見込有効期間

(３年)に基づく均等配分額とを比較し、いず

れか大きい額を償却する方法 

     (社内利用のソフトウェア) 

     見込利用可能期間(５年)に基づく定額法 

   1) ソフトウェア 

     (市場販売目的のソフトウェア) 

同左 

  

  

     (社内利用のソフトウェア) 

同左 

   2) 上記以外の無形固定資産 

     定額法 

   2) 上記以外の無形固定資産 

同左 



  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

   社債発行費 

    支出時全額費用処理 

 (3) 重要な繰延資産の処理方法 

   社債発行費 

同左 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率法により、貸倒懸念債

権等特定の債権については財務内容評価法によ

って回収不能見込額を計上しております。 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

    従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しております。 

  ② 賞与引当金 

同左 

  ③ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

    会計基準変更時差異については、15年間による

按分額を費用処理しております。 

    過去勤務債務については、その発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額を費用

処理することとしております。 

    数理計算上の差異については、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしております。 

（追加情報） 

    当社は従来、確定給付型の制度として適格退職

年金制度及び退職一時金制度を設けておりまし

たが、平成16年10月に現行退職金制度をポイン

ト制退職金制度に改定するとともに、退職一時

金制度の一部及び適格退職年金制度を確定拠出

年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等

に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第

１号）を適用しております。本移行に伴う影響

額は「退職給付制度改定利益」（特別利益）と

して9,149千円計上しております。 

  ③ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。 

    会計基準変更時差異については、15年間による

按分額を費用処理しております。 

    過去勤務債務については、その発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額を費用

処理することとしております。 

    数理計算上の差異については、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から

費用処理することとしております。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退

職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上して

おります。 

（追加情報） 

当社は平成17年３月28日開催の取締役会におい

て、平成17年６月開催の定時株主総会日をもっ

て役員退職慰労金制度の廃止を決議いたしまし

た。 

なお、この役員退職慰労金制度の廃止に伴い在

任期間中の功労金117,650千円を、当連結会計

年度において役員退職慰労引当金繰入額（特別

損失）として計上しております。 

  ④ 役員退職慰労引当金 

一部の連結子会社は役員の退職慰労金の支出に

備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支

給額を計上しております。 

当社は経営改革の一環として、役員報酬制度の

見直しを行い、平成17年6月29日開催の定時株

主総会の日をもって、役員退職慰労金制度を廃

止いたしました。 

なお、当該総会までの期間に対応する役員退職

慰労金相当額は長期未払金に振替えておりま

す。 

  



  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

在外子会社の資産・負債及び収益・費用は、在

外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部

における為替換算調整勘定に含めております。 

 (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

同左 

 (6) 重要なリース取引の処理方法 

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

 (6) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (7) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例

処理の要件を満たす金利スワップについては、

特例処理を採用しております。 

 (7) 重要なヘッジ会計の方法 

  ① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    (ヘッジ手段) 

     金利スワップ取引 

    (ヘッジ対象) 

     変動金利支払の借入金、変動金利受取の債券

及び預金 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    (ヘッジ手段) 

同左 

    (ヘッジ対象) 

     変動金利支払の借入金、変動金利受取の預金 

  ③ ヘッジ方針 

    将来の金利変動リスクを回避することを目的に

金利スワップ取引を行っております。 

  ③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

    会計年度内における金利スワップ適用後の実質

金利の変動幅が、一定範囲内で固定化されてい

ることを判断基準としております。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (8) その他の重要な事項 

    消費税等の会計処理 

    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に

よっております。 

 (8) その他の重要な事項 

    消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

  全面時価評価法を採用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

  発生年度に一時償却しております。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項 

同左 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

  連結剰余金計算書は、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づき作成しております。 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



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 

  

  

表示方法の変更 

  

  

追加情報 

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)

が発効したため、これを適用しております。 

これにより税金等調整前当期純利益は、23,196千円減少

しております。 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(連結損益計算書) 

前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「社債発行費」(前連結会計年度

3,500千円)は当連結会計年度において営業外費用の

10/100を超えることとなったため、当連結会計年度から

区分掲記することに変更いたしました。 

(連結損益計算書) 

前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含め

て表示しておりました「社債保証料」(前連結会計年度

5,001千円)は当連結会計年度において営業外費用の

10/100を超えることとなったため、当連結会計年度から

区分掲記することに変更いたしました。 

前連結会計年度において特別損失の「その他」に含めて

表示しておりました「賃借契約解約損」(前連結会計年

度17,095千円)は特別損失の10/100を超えることとなっ

たため、当連結会計年度から区分掲記することに変更い

たしました。 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「差入保

証金の増減額」(前連結会計年度24,346千円)及び「未払

金の増減額」(前連結会計年度21,269千円)は、重要性が

増したため、当連結会計年度から区分掲記することに変

更いたしました。 

前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「有形固

定資産の取得による支出」(前連結会計年度11,076千円)

は、重要性が増したため、当連結会計年度から区分掲記

することに変更いたしました。 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローに

おいて区分掲記しておりました「差入保証金の増減額」

(当連結会計年度△4,369千円)は、重要性が低下したた

め、当連結会計年度から「その他」に含めて表示するこ

とに変更いたしました。 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(外形標準課税) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第

９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する連結会計年度より外形標準課税が導入

されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年２月13日 企業会計基準

委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加

価値割および資本割47,200千円を販売費及び一般管理費

に計上しております。 

――― 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

投資有価証券 3,000千円

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりでありま

す。 

投資有価証券 3,000千円

※２ 土地再評価法の適用 

   「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日

公布法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価

を行い、再評価差額を「土地再評価差額金」とし

て資本の部に計上しております。 

  

    土地再評価法第３条第３項に定める再評価の方

法 

     土地の再評価に関する法律施行令(平成10年

３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定

める地価税法(平成３年法律第69号)第16条に

規定する地価税の課税価格の計算の基礎とな

る土地の価額を算出するために国税庁長官が

定めて公表した方法により算出した価額に合

理的な調整を行って算出する方法によってお

ります。 

※２ 土地再評価法の適用 

同左 

  

  

  

  

  

  

    土地再評価法第３条第３項に定める再評価の方

法 

同左 

   なお、当該事業用土地の平成17年３月31日におけ

る時価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計額

を129,380千円下回っております。 

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価前の帳簿価額 687,807千円

再評価後の帳簿価額 497,656千円

    

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価前の帳簿価額 3,809千円

再評価後の帳簿価額 460千円

※３ 有形固定資産の減価償却累計額 85,038千円 ※３ 有形固定資産の減価償却累計額 118,517千円

※４ 当社の発行済株式総数は、普通株式11,793千株で

あります。 

※４          同左 

※５ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、普通株式285千株であります。 

※５ 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、普通株式298千株であります。 



(連結損益計算書関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 研究開発費の総額であり、51,361千円でありま

す。 

※１ 研究開発費の総額であり、58,956千円でありま

す。 

※２ 受取報奨金 

   仕入割引であります。 

※２ 受取報奨金 

同左 

※３ 固定資産除売却損 

建物(除却損) 1,570千円

長期前払費用(除却損) 1,297千円

車両運搬具(除却損) 342千円

器具備品(除却損) 379千円

――― 

――― ※４ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産について減損損失を計上しております。 

当社グループは、資産を用途により事業用資産、

賃貸用資産及び遊休資産に分類しております。ま

た、管理会計上の区分を基準に、事業用資産は独

立した会計単位の事業部門別に、賃貸用資産及び

遊休資産は物件単位にグルーピングしておりま

す。 

当連結会計年度において、遊休資産は地価の下落

により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、そ

の減少額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、不動産鑑定評価額に基づき算定しており

ます。 

用途 種類 場所 減損損失額 

遊休資産 土地 北九州市戸畑区 23,196千円 



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 5,046,657千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△636,534千円

取得日から３ヶ月以内に償還期
限が到来する金銭信託（有価証
券勘定) 

68,680千円

現金及び現金同等物 4,478,802千円

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 4,199,111千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金 

△391,733千円

取得日から３ヶ月以内に償還期
限が到来する金銭信託（有価証
券勘定) 

70,185千円

現金及び現金同等物 3,877,564千円

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

器具備品 877,921 352,197 525,724

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

器具備品 845,433 389,797 455,636 

車両運搬具 3,893 1,038 2,855 

合計 849,327 390,836 458,491 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 158,176千円

１年超 368,236千円

合計 526,413千円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 153,048千円

１年超 315,053千円

合計 468,101千円

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 206,192千円

減価償却費相当額 197,157千円

支払利息相当額 11,298千円

３ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 183,880千円

減価償却費相当額 174,958千円

支払利息相当額 11,477千円

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

  利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 



(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日) 

(注) 取得原価は減損処理後の金額で表示しており、当連結会計年度において減損処理は発生しておりません。 

なお、減損処理にあたっては当決算末日の時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行っておりま

す。また、個別銘柄で当決算末日より前２年間の各日の時価が２年間を通じて取得原価に比べて30％以上50％未満下落した

状態にある場合や、発行会社が債務超過の状態にある場合、または２期連続で損失を計上しており、翌期も損失が予想され

る場合には、回復する見込みがあるとは認められないため減損処理を行うこととしております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

３ 時価のない主な有価証券の内容(平成17年３月31日) 

  
  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成17年３月31日) 

  

  種類 取得原価(千円)
連結貸借対照表
計上額(千円) 

差額(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

① 株式 618,939 805,416 186,477

② 債券  

  その他 51,250 52,475 1,225

③ その他 100,550 100,910 360

小計 770,739 958,801 188,062

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

① 株式 90,130 67,453 △22,677

② 債券  

  その他 397,500 397,020 △480

③ その他 124,067 117,289 △6,778

小計 611,698 581,762 △29,935

合計 1,382,437 1,540,564 158,127

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円) 

2,290,940 209,939 30,457 

区分 
当連結会計年度
(平成17年３月31日) 

その他有価証券 連結貸借対照表計上額(千円)

①非上場株式 111,100

②金銭信託 68,680

区分 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超(千円) 

債券     

 その他 18,500 131,475 ― 299,520 

合計 18,500 131,475 ― 299,520 



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 

(注) 取得原価は減損処理後の金額で表示しており、当連結会計年度において減損処理は発生しておりません。 

なお、減損処理にあたっては当決算末日の時価が取得価額に比べ50％以上下落した場合にはすべて減損処理を行っておりま

す。また、個別銘柄で当決算末日より前２年間の各日の時価が２年間を通じて取得原価に比べて30％以上50％未満下落した

状態にある場合や、発行会社が債務超過の状態にある場合、または２期連続で損失を計上しており、翌期も損失が予想され

る場合には、回復する見込みがあるとは認められないため減損処理を行うこととしております。 

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

３ 時価のない主な有価証券の内容(平成18年３月31日) 

  
  

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成18年３月31日) 

  

  種類 取得原価(千円)
連結貸借対照表
計上額(千円) 

差額(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 536,881 1,108,778 571,897

小計 536,881 1,108,778 571,897

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

① 株式 39,837 37,671 △2,166

② 債券  

  その他 704,000 672,320 △31,680

③ その他 121,150 115,020 △6,130

小計 864,987 825,011 △39,976

合計 1,401,869 1,933,789 531,920

売却額(千円) 売却益の合計(千円) 売却損の合計(千円) 

1,357,044 113,196 20,017 

区分 
当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

その他有価証券 連結貸借対照表計上額(千円)

①非上場株式 111,100

②投資事業有限責任組合への出資 100,079

③金銭信託 70,185

区分 １年以内(千円) １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超(千円) 

債券     

その他 ― ― ― 704,000 

その他 ― ― ― 100,550 

合計 ― ― ― 804,550 



(デリバティブ取引関係) 

１ 取引の状況に関する事項 
  

  

２ 取引の時価等に関する事項 
  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

① 取引内容及び利用目的等 

 変動金利支払の借入金、変動金利受取の債券及び

預金に係る将来の金利変動リスクを回避する目的と

して、金利スワップ取引を行っております。 

  

② 取引に対する取組方針 

 借入金金利、債券及び預金金利の変動リスクを回

避することを目的としてデリバティブ取引を行って

おり、実需に伴う取引に限定して実施することと

し、投機目的のデリバティブ取引は行わない方針で

あります。 

  

③ 取引に係るリスクの内容 

金利スワップ取引については、市場金利の変動によ

るリスクを有しております。なお、デリバティブ取

引の契約先は信用力の高い国内の銀行であるため、

相手先の契約不履行による信用リスクはないと判断

しております。 

  

④ 取引に係るリスクの管理体制 

取締役を含む経理部門で上記リスクを管理してお

り、取引の目的、内容、取引相手、内包するリスク

等に関し、稟議決裁を経て実施することとしており

ます。 

① 取引内容及び利用目的等 

 同左 

  

  

  

② 取引に対する取組方針 

 同左 

  

  

  

  

  

③ 取引に係るリスクの内容 

 同左 

  

  

  

  

  

④ 取引に係るリスクの管理体制 

 同左 

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

ヘッジ会計を適用しているため開示の対象から除いてお

ります。 

同左 



(退職給付関係) 
  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は従来、確定給付型の制度として適格退職年金

制度及び退職一時金制度を設けておりましたが、平

成16年10月に現行退職金制度をポイント制退職金制

度に改定するとともに、退職一時金制度の一部及び

適格退職年金制度を確定拠出年金制度へ移行してお

ります。 

  国内連結子会社のオーエーエンジニアリング株式会

社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及

び退職一時金制度を、他の国内連結子会社のエヌシ

ーエステクノロジー株式会社は、確定給付型の制度

として退職一時金制度をそれぞれ設けております。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設け

ております。 

国内連結子会社のオーエーエンジニアリング株式会

社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及

び退職一時金制度を、他の国内連結子会社のエヌシ

ーエステクノロジー株式会社は、確定給付型の制度

として退職一時金制度をそれぞれ設けております。 

  

２ 退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日) 

イ 退職給付債務 △2,215,140千円

ロ 年金資産 24,050千円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △2,191,089千円

ニ 会計基準変更時差異の 
  未処理額 

862,917千円

ホ 未認識数理計算上の差異 232,655千円

ヘ 未認識過去勤務債務 △675,908千円

ト 退職給付引当金 
  (ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 

△1,771,425千円

２ 退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日) 

イ 退職給付債務 △2,318,414千円

ロ 年金資産 25,186千円

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △2,293,228千円

ニ 会計基準変更時差異の
  未処理額 

776,625千円

ホ 未認識数理計算上の差異 171,828千円

ヘ 未認識過去勤務債務 △604,759千円

ト 退職給付引当金
  (ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 

△1,949,533千円

 (注)１．連結子会社は退職給付債務の確定にあたり

簡便法を採用しております。 

   ２．退職一時金制度の一部及び適格退職年金制

度から確定拠出年金制度へ移行に伴う影響

額は以下のとおりであります。 
  

  
     また、適格退職年金制度から確定拠出年金

制度への資産移換額 340,053千円は４年間

で移換する予定であります。なお、当連結

会計年度末における未移換額 253,662千円

は未払金（流動負債）、長期未払金(固定負

債)に計上しております。 

退職給付債務の減少 2,746,499千円

年金資産の減少 △1,292,106千円

会計基準変更時差異の未処理額  △76,296千円

未認識数理計算上の差異 △317,410千円

未認識過去勤務債務 △711,482千円

退職給付引当金の減少 349,202千円

 (注) 連結子会社は退職給付債務の確定にあたり簡便

法を採用しております。 

    
  
  



  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

３ 退職給付費用に関する事項 

   (自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 (注)１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、「イ 勤務費用」に計上しておりま

す。 

   ２．「イ. 勤務費用」には確定拠出年金への掛金

支払額 57,786千円が含まれております。 

イ 勤務費用(注) 288,245千円

ロ 利息費用 65,712千円

ハ 期待運用収益 △12,671千円

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 89,925千円

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 45,106千円

へ 過去勤務債務の費用処理額 △35,574千円

ト 臨時に支払った割増退職金等 10,963千円

チ 退職給付費用 
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト) 

451,708千円

リ．確定拠出年金制度への移行に伴う 
  損益（特別利益） 

△9,149千円

計 442,558千円

３ 退職給付費用に関する事項 

   (自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

 (注)１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、「イ 勤務費用」に計上しておりま

す。 

   ２．「イ. 勤務費用」には確定拠出年金への掛金

支払額 119,809千円が含まれております。 

イ 勤務費用(注) 272,535千円

ロ 利息費用 40,800千円

ハ 会計基準変更時差異の費用処理額 86,291千円

ニ 数理計算上の差異の費用処理額 29,482千円

ホ 過去勤務債務の費用処理額 △71,148千円

ヘ 臨時に支払った割増退職金等 764千円

ト 退職給付費用
  (イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ) 

358,726千円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   (各連結会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております。) 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.0％

ハ 期待運用収益率 2.0％

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 10年

ホ 数理計算上の差異の処理年数 10年

ヘ 会計基準変更時差異の処理年数 15年

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   (各連結会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております。) 

イ 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ 割引率 2.0％

ハ 過去勤務債務の額の処理年数 10年

ニ 数理計算上の差異の処理年数 10年

ホ 会計基準変更時差異の処理年数 15年



(税効果会計関係) 

  

前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

  

退職給付引当金 636,639千円 

賞与引当金 221,980千円 

役員退職慰労引当金 152,453千円 

未払金 106,881千円 

未払事業税 44,406千円 

その他 141,346千円 

繰延税金資産合計 1,303,707千円 

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △64,199千円 

繰延税金資産の純額 1,239,508千円 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

  

退職給付引当金 783,912千円 

賞与引当金 192,463千円 

長期未払金 120,671千円 

未払費用 52,918千円 

未払金 37,318千円 

その他 122,945千円 

繰延税金資産小計 1,310,230千円 

評価性引当金 △9,417千円 

繰延税金資産合計 1,300,813千円 

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △215,959千円 

繰延税金資産の純額 1,084,853千円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％ 

(調整)   

 交際費等永久に損金に算入 
 されない項目 

3.2％ 

 住民税均等割 5.1％ 

 税額控除 △6.2％ 

 過年度繰越欠損金 △26.6％ 

 その他 1.1％ 

税効果適用後の法人税等の負担率 17.2％ 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％ 

(調整)   

交際費等永久に損金に算入
 されない項目 

4.8％ 

 住民税均等割 5.9％ 

 税効果を計上していない 

子会社欠損金 
3.9％ 

 評価性引当金 3.9％ 

 その他 △0.4％ 

税効果適用後の法人税等の負担率 58.7％ 



(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16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

 当社グループはソフトウェア開発を中心とするコンピュータ関連総合会社で、コンピュータ関連機器及び

ソフトウェア開発の両面を事業分野としております。 

 顧客の利用目的に応じたコンピュータ機器の選定とソフトウェア開発を事業内容としており不可分の営業

形態でありますので、セグメント情報として開示する事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「日本」の割合がいずれも

90％を超えているため、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16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成17年４月１日

至 平成18年３月31日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

(注) 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

  (1) ソフトウェア受託・開発につきましては、年度毎の見積単価テーブル表により見積書を提出し、交渉の上決定して

おります。 

  (2) コンピュータ機器の仕入につきましては、特約店基本契約に基づく仕入価格に当該期間中の仕入実績により報奨制

度が適用されております。 

  (3) 受取報奨金につきましては、販売特約店契約に基づき、仕入支払額を基礎とする報奨金制度が適用されておりま

す。 

  

２ 兄弟会社等 

  

(注) 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

  ソフトウェア受託・開発につきましては、年度毎の見積単価テーブル表により見積書を提出し、交渉の上決定しておりま

す。 

  

  

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の
被所有割合

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
  

(千円) 
科目 

期末残高
  

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

その他の 
関係会社 

日本電気㈱ 
東京都 
港区 

337,820,214 

通信機器コ 
ンピュータ 
その他の電 
子機器及び 
電子デバイ 
スの製造及 
び販売 

直接
23.22％

兼任２名
転籍２名

ソフト
ウェア 
受託・ 
開発 
コンピ 
ュータ 
機器の 
仕入 

ソフト
ウェア
受託・
開発 

4,884,024 
受取手形 
及び 
売掛金 

1,804,117

コンピ
ュータ
機器の
仕入 

1,583,709 
支払手形 
及び 
買掛金 

326,570

受取報
奨金 

15,883 未収入金 4,147

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の所有
(被所有)割合 

関係内容
取引の
内容 

取引金額
  

(千円) 
科目 

期末残高
  

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

その他 
の関係 
会社の 
子会社 

ＮＥＣシ 
ステムテ 
クノロジ 
ー㈱ 

大阪市 
中央区 

6,796,025 

コンピュー 
タに関する 
ソフトウェ 
ア業務 

なし(日本電気
㈱の子会社) 

なし

コンピュ
ータのソ
フトウェ
アの受 
託・開発

ソフト
ウェア 
受託・ 
開発 

2,000,657 
受取手形 
及び 
売掛金 

686,983



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

(注) 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

  (1) ソフトウェア受託・開発につきましては、年度毎の見積単価テーブル表により見積書を提出し、交渉の上決定して

おります。 

  (2) コンピュータ機器の仕入につきましては、特約店基本契約に基づく仕入価格に当該期間中の仕入実績により報奨制

度が適用されております。 

  (3) 受取報奨金につきましては、販売特約店契約に基づき、仕入支払額を基礎とする報奨金制度が適用されておりま

す。 

  

２ 兄弟会社等 

  

(注) 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

  

取引条件及び取引条件の決定方針等 

  ソフトウェア受託・開発につきましては、年度毎の見積単価テーブル表により見積書を提出し、交渉の上決定しておりま

す。 

  

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の
被所有割合

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
  

(千円) 
科目 

期末残高
  

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

その他の 
関係会社 

日本電気㈱ 
東京都 
港区 

337,821,213 

通信機器コ 
ンピュータ 
その他の電 
子機器及び 
電子デバイ 
スの製造及 
び販売 

直接
23.21％

兼任２名
転籍２名

ソフト
ウェア 
受託・ 
開発 
コンピ 
ュータ 
機器の 
仕入 

ソフト
ウェア
受託・
開発 

4,321,979 
受取手形 
及び 
売掛金 

1,770,741

コンピ
ュータ
機器の
仕入 

1,954,112 
支払手形 
及び 
買掛金 

396,063

受取報
奨金 

17,997 未収入金 4,739

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の所有
(被所有)割合 

関係内容
取引の
内容 

取引金額
  

(千円) 
科目 

期末残高
  

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

その他 
の関係 
会社の 
子会社 

ＮＥＣシ 
ステムテ 
クノロジ 
ー㈱ 

大阪市 
中央区 

6,796,025 

コンピュー 
タに関する 
ソフトウェ 
ア業務 

なし(日本電気
㈱の子会社) 

なし

コンピュ
ータのソ
フトウェ
アの受 
託・開発

ソフト
ウェア 
受託・ 
開発 

1,581,415 
受取手形 
及び 
売掛金 

598,026



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 707.67円 １株当たり純資産額 730.12円

１株当たり当期純利益 18.90円 １株当たり当期純利益 8.34円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益(千円) 230,203 102,794 

普通株主に帰属しない金額(千円) 12,620 6,836 

(うち利益処分による役員賞与金 
(千円)) 

(12,620) (6,836) 

普通株式に係る当期純利益(千円) 217,583 95,958 

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,509 11,501 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

(注) １ 当期末残高の( )内の金額は、１年内に償還が予定されている社債であります。 

２ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりであります。 

  

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

  

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(千円) 

当期末残高
(千円) 

利率
（％） 

担保 償還期限

日本コンピューター・
システム㈱ 

第１回 
無担保社債 

平成16年
２月27日 

400,000 400,000 0.94
無 担 保
社債 

平成21年
２月27日 

〃 
第２回 
無担保社債 

平成16年
９月30日 

200,000 200,000
６ヶ月円
TIBOR 
＋0.2 

無 担 保
社債 

平成19年
９月28日 

〃 
第３回 
無担保社債 

平成17年
３月31日 

300,000 300,000 0.67
無 担 保
社債 

平成20年
３月31日 

〃 
第４回 
無担保社債 

平成17年
８月31日 

―
350,000
(100,000)

0.62
無 担 保
社債 

平成21年
８月31日 

合計 ― ― 900,000
1,250,000
(100,000)

― ― ― 

１年以内 
(千円) 

１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内
(千円) 

３年超４年以内
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

100,000 600,000 500,000 50,000 ―

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 1,104,600 812,400 2.1 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 780,000 360,000 2.4 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

340,000 455,000 1.0
平成19年５月31日 

から 
平成22年12月30日 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 2,224,600 1,627,400 ― ― 

  
１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内
(千円) 

３年超４年以内
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

長期借入金 140,000 140,000 100,000 75,000



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  
第39期

(平成17年３月31日) 
第40期 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(資産の部)      
Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金  4,811,895 3,998,043  

 ２ 受取手形  190,034 98,640  

 ３ 売掛金 ※１  5,341,850 5,526,236  

 ４ 有価証券  18,500 ―  

 ５ 商品  68,184 146,529  

 ６ 仕掛品  410,065 512,423  

 ７ 前払費用  89,965 70,776  

 ８ 繰延税金資産  327,041 256,425  

 ９ その他  58,095 104,612  

 10 貸倒引当金  △1,265 △435  

   流動資産合計  11,314,368 69.1 10,713,252 65.8

Ⅱ  固定資産     

 １ 有形固定資産     

  (1) 建物 85,094 85,094    

    減価償却累計額 16,075 69,018 25,750 59,344  

  (2) 構築物 3,600 3,600    

    減価償却累計額 620 2,979 1,043 2,556  

  (3) 器具備品 128,185 129,088    

    減価償却累計額 23,127 105,058 44,860 84,228  

  (4) 土地 ※２  497,656 474,460  

   有形固定資産合計  674,712 4.1 620,588 3.8

 ２ 無形固定資産     

  (1) ソフトウェア  89,716 63,229  

  (2) 電話加入権  17,103 17,103  

  (3) 電気通信施設利用権  477 385  

   無形固定資産合計  107,297 0.7 80,718 0.5

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  1,633,164 2,144,968  

  (2) 関係会社株式  113,000 113,000  

  (3) 出資金  100 100  

  (4) 関係会社出資金  42,962 93,092  

  (5) 従業員長期貸付金  3,875 2,005  

  (6) 長期前払費用  14,696 14,119  

  (7) 繰延税金資産  801,209 694,751  

  (8) 差入保証金  325,128 325,290  

  (9) 保険積立金  475,279 510,631  

  (10) 据置保険金  215,483 215,921  

  (11) 長期性預金  600,000 700,000  

  (12) 会員権  125,671 125,671  

  (13) その他  27,481 26,179  

  (14) 貸倒引当金  △96,512 △95,240  

   投資その他の資産合計  4,281,541 26.1 4,870,491 29.9

   固定資産合計  5,063,551 30.9 5,571,799 34.2

   資産合計  16,377,919 100.0 16,285,051 100.0
      



  

  
第39期

(平成17年３月31日) 
第40期 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債     

 １ 支払手形  37,637 32,463  

 ２ 買掛金 ※１  519,274 669,814  

 ３ 短期借入金  950,000 730,000  

 ４ １年以内返済予定 
   長期借入金 

 780,000 360,000  

 ５ １年以内償還予定社債  ― 100,000  

 ６ 未払金 ※１  1,431,447 1,551,966  

 ７ 未払費用  144,154 178,410  

 ８ 未払法人税等  378,254 6,705  

 ９ 未払消費税等  71,943 64,134  

 10 前受金  132,562 100,838  

 11 預り金  109,912 159,903  

 12 賞与引当金  470,500 390,410  

 13 その他流動負債  8,351 3,278  

   流動負債合計  5,034,038 30.8 4,347,923 26.7

Ⅱ 固定負債     

 １ 社債  900,000 1,150,000  

 ２ 長期借入金  340,000 455,000  

 ３ 退職給付引当金  1,641,510 1,795,688  

 ４ 役員退職慰労引当金  310,550 ―  

 ５ 長期未払金  168,649 297,219  

   固定負債合計  3,360,709 20.5 3,697,908 22.7

   負債合計  8,394,748 51.3 8,045,831 49.4

      

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※３  3,775,100 23.0 3,775,100 23.2

Ⅱ 資本剰余金     

１ 資本準備金 2,232,620 2,232,620    

２ その他資本剰余金     

  (1) 資本準備金減少差益 1,821,548 1,821,548    

資本剰余金合計  4,054,168 24.8 4,054,168 24.9

Ⅲ 利益剰余金     

１ 当期未処分利益 358,142 211,664    

利益剰余金合計  358,142 2.2 211,664 1.3

Ⅳ 土地再評価差額金 ※２  △190,151 △1.2 △3,349 △0.0

Ⅴ その他有価証券評価差額金  93,927 0.6 315,960 1.9

Ⅵ 自己株式 ※４  △108,015 △0.7 △114,324 △0.7

資本合計  7,983,171 48.7 8,239,220 50.6

   負債資本合計  16,377,919 100.0 16,285,051 100.0

      



② 【損益計算書】 

  

  
第39期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第40期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高 ※１    

 １ システム開発売上高 14,092,742 13,735,147   

 ２ 機器等販売売上高 3,031,138 17,123,880 100.0 3,183,107 16,918,254 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１    

 １ システム開発売上原価 11,376,487 11,167,301   

 ２ 機器等販売売上原価    

  (1) 期首商品棚卸高 112,669 68,184   

  (2) 当期商品仕入高 2,507,780 2,716,690   

計 2,620,449 2,784,875   

  (3) 期末商品棚卸高 68,184 146,529   

  2,552,265 13,928,752 81.3 2,638,346 13,805,647 81.6

   売上総利益  3,195,127 18.7 3,112,607 18.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 広告宣伝費 3,987 13,249   

 ２ 販売促進費 7,774 13,113   

 ３ 役員報酬 132,210 132,305   

 ４ 給与手当及び賞与 1,197,899 1,318,585   

 ５ 賞与引当金繰入額 114,244 84,115   

 ６ 役員退職慰労 
   引当金繰入額 

26,500 7,990   

 ７ 退職給付費用 156,310 109,492   

 ８ 福利厚生費 321,980 307,663   

 ９ 交際費 16,604 20,263   

 10 旅費・交通費 146,173 147,944   

 11 通信費 45,510 44,798   

 12 消耗品費 29,381 33,383   

 13 賃借料 247,268 246,928   

 14 水道光熱費 19,970 18,624   

 15 減価償却費 25,524 25,912   

 16 研究開発費 ※２ 51,361 58,956   

 17 その他 377,771 2,920,474 17.1 400,659 2,983,985 17.6

   営業利益  274,652 1.6 128,622 0.8



  

  

  
第39期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第40期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息 3,036 2,964   

 ２ 有価証券利息 10,156 19,058   

 ３ 受取報奨金 ※３ 15,998 18,062   

 ４ 受取配当金 24,099 32,007   

 ５ 有価証券売却益 179,481 93,179   

 ６ 保険配当金 53,361 32,204   

 ７ その他 30,400 316,534 1.8 13,190 210,666 1.2

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息 57,371 39,992   

 ２ 社債利息 4,022 7,790   

 ３ 社債発行費 8,300 7,600   

 ４ 社債保証料 ― 8,852   

 ５ その他 5,009 74,703 0.4 823 65,059 0.4

   経常利益  516,484 3.0 274,228 1.6

Ⅵ 特別利益    

 １ 退職給付制度改定利益 9,149 ―   

 ２ 貸倒引当金戻入益 2,089 11,238 0.1 774 774 0.0

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除売却損 ※４ 3,416 ―   

 ２ 減損損失 ※５ ― 23,196   

 ３ 役員退職慰労 
   引当金繰入額 

117,650 ―   

 ４ 賃借契約解約損 115,866 236,932 1.4 ― 23,196 0.1

   税引前当期純利益  290,789 1.7 251,806 1.5

   法人税、住民税 
   及び事業税 

334,000 107,000   

   法人税等調整額 △289,631 44,368 0.3 25,314 132,314 0.8

   当期純利益  246,420 1.4 119,492 0.7

   前期繰越利益  111,721 278,974 

   土地再評価差額金取崩額  ― △186,802 

   当期未処分利益  358,142 211,664 

     



売上原価明細書 

(システム開発売上原価) 

  

 (注)  

  
第39期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第40期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

Ⅰ 人件費     

   給与手当及び賞与 3,659,506 3,810,452    

   賞与引当金繰入額 354,164 302,225    

   退職給付費用 266,393 212,287    

   福利厚生費 770,873 5,050,938 44.2 806,420 5,131,385 45.5

Ⅱ 外注費     

   外注・外工費 4,631,155 4,380,537    

   保守料 812,488 5,443,643 47.6 671,256 5,051,794 44.8

Ⅲ 経費     

   減価償却費 36,321 39,651    

   賃借料 352,088 414,978    

   光熱費 36,047 38,559    

   旅費・交通費 326,960 404,996    

   その他 185,388 936,806 8.2 188,291 1,086,478 9.7

   当期発生総原価  11,431,387 100.0 11,269,659 100.0

   期首仕掛品棚卸高  378,909 410,065  

計  11,810,296 11,679,724  

   他勘定への振替高 ※１  23,743 ―  

   期末仕掛品棚卸高  410,065 512,423  

   当期システム開発 
   売上原価 

 11,376,487 11,167,301  

      

第39期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第40期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 他勘定への振替高の内訳は、次のとおりで

あります。 

ソフトウェア 23,743千円

――― 

 ２ 原価計算の方法 

   システム開発売上原価については、プロジ

ェクト別個別原価計算によっております。 

 ２ 原価計算の方法 

同左 



③ 【利益処分計算書】 

  

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

  
第39期

(平成17年６月29日) 
第40期 

(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(当期未処分利益の処分)  

Ⅰ 当期未処分利益 358,142 211,664

Ⅱ 利益処分額  

 １ 配当金 69,047 68,969  

 ２ 役員賞与金 10,120 79,167 ― 68,969

Ⅲ 次期繰越利益 278,974 142,694

   



重要な会計方針 

  

項目 
第39期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第40期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2) その他有価証券 

 ①時価のあるもの 

  決算期末日の市場価格等に基づく

時価法 

  (評価差額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法

により算定しております。) 

(2) その他有価証券 

 ①時価のあるもの 

同左 

   ②時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

 ②時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

  時価法 

デリバティブ 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品 

① コンピュータ機器…個別法による

原価法 

② その他商品…………総平均法によ

る原価法 

(1) 商品 

① コンピュータ機器…同左 

  

② その他商品…………同左 

  

  (2) 仕掛品………………個別法による

原価法 

(2) 仕掛品………………同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

 1) ソフトウェア 

   (市場販売目的のソフトウェア) 

   見込販売数量に基づく償却額と

見込有効期間(３年)に基づく均

等配分額とを比較し、いずれか

大きい額を償却する方法 

(2) 無形固定資産 

 1) ソフトウェア 

   (市場販売目的のソフトウェア) 

同左 

     (社内利用のソフトウェア) 

   見込利用可能期間(５年)に基づ

く定額法 

   (社内利用のソフトウェア) 

同左 

   2) 上記以外の無形固定資産 

   定額法 

 2) 上記以外の無形固定資産 

同左 

  (3) 長期前払費用 

  均等償却 

(3) 長期前払費用 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 社債発行費 

  支出時全額費用処理 

社債発行費 

同左 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率法により、貸倒懸念債権等特

定の債権については財務内容評価

法によって回収不能見込額を計上

しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 



  

項目 
第39期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第40期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基

づき計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

  (3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。 

  会計基準変更時差異については、

15年間による按分額を費用処理し

ております。 

  過去勤務債務については、その発

生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額を

費用処理することとしておりま

す。 

  数理計算上の差異については、各

事業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとし

ております。 

（追加情報） 

  当社は従来、確定給付型の制度と

して適格退職年金制度及び退職一

時金制度を設けておりましたが、

平成16年10月に現行退職金制度を

ポイント制退職金制度に改定する

とともに、退職一時金制度の一部

及び適格退職年金制度を確定拠出

年金制度へ移行し、「退職給付制

度間の移行等に関する会計処理」

（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。本移行に伴

う影響額は「退職給付制度改定利

益」（特別利益）として9,149千

円計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。 

  会計基準変更時差異については、

15年間による按分額を費用処理し

ております。 

  過去勤務債務については、その発

生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）

による定額法により按分した額を

費用処理することとしておりま

す。 

  数理計算上の差異については、各

事業年度の発生時における従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌事

業年度から費用処理することとし

ております。 

  



  

  
  

項目 
第39期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第40期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金規程に基づ

く期末要支給額を計上しておりま

す。 

（追加情報） 

  当社は平成17年３月28日開催の取

締役会において、平成17年６月開

催の定時株主総会日をもって役員

退職慰労金制度の廃止を決議いた

しました。 

  なお、この役員退職慰労金制度の

廃止に伴い在任期間中の功労金

117,650千円を、当期において役

員退職慰労引当金繰入額（特別損

失）として計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

  経営改革の一環として、役員報酬

制度の見直しを行い、平成17年6月

29日開催の定時株主総会の日をも

って、役員退職慰労金制度を廃止

いたしました。 

なお、当該総会までの期間に対応

する役員退職慰労金相当額は長期

未払金に振替えております。 

  

  

７ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。なお、特例処理の要件を満た

す金利スワップについては、特例

処理を採用しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  (ヘッジ手段) 

   金利スワップ取引 

  (ヘッジ対象) 

   変動金利支払の借入金、変動金

利受取の債券及び預金 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段) 

同左 

  (ヘッジ対象) 

   変動金利支払の借入金、変動金

利受取の預金 

  (3) ヘッジ方針 

  将来の金利変動リスクを回避する

ことを目的に金利スワップ取引を

行っております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

  事業年度内における金利スワップ

適用後の実質金利の変動幅が、一

定範囲内で固定化されていること

を判断基準としております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９ その他の財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



会計方針の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号) 

が発効したため、これを適用しております。これにより

税引前当期純利益が23,196千円減少しております。 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(損益計算書) 

前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「社債発行費」(前事業年度3,500千

円)は当事業年度において営業外費用の10/100を超える

こととなったため、当事業年度から区分掲記することに

変更いたしました。 

(損益計算書) 

前事業年度において営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「社債保証料」(前事業年度5,001千

円)は当事業年度において営業外費用の10/100を超える

こととなったため、当事業年度から区分掲記することに

変更いたしました。 

前事業年度において特別損失の「その他」に含めて表示

しておりました「賃借契約解約損」(前事業年度17,095

千円)は特別損失の10/100を超えることとなったため、

当事業年度から区分掲記することに変更いたしました。 

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(外形標準課税) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第

９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１

日以後に開始する事業年度より外形標準課税が導入され

たことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」(平成16年２月13日 企業会計基準委員会

実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割お

よび資本割47,200千円を販売費及び一般管理費に計上し

ております。 

――― 



注記事項 

(貸借対照表関係) 
  

  

第39期 
(平成17年３月31日) 

第40期
(平成18年３月31日) 

※１ 関係会社に対する資産・負債 

売掛金 1,808,680千円

買掛金 336,942千円

未払金 207,612千円

※１ 関係会社に対する資産・負債 

売掛金 1,773,696千円

買掛金 437,706千円

未払金 269,113千円

※２ 土地再評価法の適用 

   「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日

公布法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価

を行い、再評価差額を「土地再評価差額金」とし

て資本の部に計上しております。 

  

    土地再評価法第３条第３項に定める再評価の方

法 

     土地の再評価に関する法律施行令(平成10年

３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定

める地価税法(平成３年法律第69号)第16条に

規定する地価税の課税価格の計算の基礎とな

る土地の価額を算出するために国税庁長官が

定めて公表した方法により算出した価額に合

理的な調整を行って算出する方法によってお

ります。 

   なお、当該事業用土地の平成17年３月31日におけ

る時価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計額

を129,380千円下回っております。 

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価前の帳簿価額 687,807千円

再評価後の帳簿価額 497,656千円

※２ 土地再評価法の適用 

同左 

  

  

  

  

  

  

    土地再評価法第３条第３項に定める再評価の方

法 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

   

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価前の帳簿価額 3,809千円

再評価後の帳簿価額 460千円

※３ 授権株式数    普通株式 32,760,000株

   発行済株式総数  普通株式 11,793,600株

※３          同左 

 

※４ 自己株式の保有数 

普通株式 285,696株

※４ 自己株式の保有数 

普通株式 298,621株

 ５ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号の規定により、配当

に充当することが制限されている金額は、93,927

千円であります。 

 ５ 配当制限 

   商法施行規則第124条第３号の規定により、配当

に充当することが制限されている金額は、

315,960千円であります。 



(損益計算書関係) 

  

  

第39期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第40期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 関係会社との取引高 

売上高 4,894,350千円

仕入高 1,657,568千円

外注費 1,402,542千円

※１ 関係会社との取引高 

売上高 4,344,226千円

仕入高 2,071,774千円

外注費 1,500,085千円

※２ 研究開発費の総額であり、51,361千円でありま

す。 

※２ 研究開発費の総額であり、58,956千円でありま

す。 

※３ 受取報奨金 

   仕入割引であります。 

※３ 受取報奨金 

同左 

※４ 固定資産除売却損 

建物(除却損) 1,570千円

長期前払費用(除却損) 1,124千円

車両運搬具（除却損） 342千円

器具備品(除却損) 379千円

――― 

――― ※５ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産について

減損損失を計上しております。 

当社は、資産を用途により事業用資産、賃貸用資

産及び遊休資産に分類しております。また、管理

会計上の区分を基準に、事業用資産は独立した会

計単位の事業部門別に、賃貸用資産及び遊休資産

は物件単位にグルーピングしております。 

当期において、遊休資産は地価の下落により、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、その減少額を

減損損失として特別損失に計上しております。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、不動産鑑定評価額に基づき算定しており

ます。 

用途 種類 場所 減損損失額 

遊休資産 土地 北九州市戸畑区 23,196千円 



(リース取引関係) 

  

  
  

第39期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第40期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

器具備品 842,137 335,819 506,317

取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

器具備品 801,789 366,609 435,180 

車両運搬具 3,893 1,038 2,855 

合計 805,683 367,647 438,035 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 149,714千円

１年超 356,728千円

合計 506,443千円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 143,304千円

１年超 303,672千円

合計 446,976千円

３ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

支払リース料 195,978千円

減価償却費相当額 187,625千円

支払利息相当額 10,490千円

３ 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利

息相当額 

支払リース料 173,499千円

減価償却費相当額 165,242千円

支払利息相当額 10,706千円

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

４ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

  減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

  利息相当額の算定方法 

同左 



(有価証券関係) 

  

  

(税効果会計関係) 

  

  

第39期 
(平成17年３月31日) 

第40期
(平成18年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありま

せん。 

同左 

第39期 
(平成17年３月31日) 

第40期
(平成18年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

退職給付引当金 592,757千円 

賞与引当金 191,023千円 

役員退職慰労引当金 126,083千円 

未払金 106,881千円 

未払事業税 42,711千円 

その他 132,993千円 

繰延税金資産合計 1,192,450千円 

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △64,199千円 

繰延税金資産の純額 1,128,251千円 
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳 

退職給付引当金 729,049千円 

賞与引当金 158,506千円 

長期未払金 120,671千円 

未払費用 48,713千円 

未払金 37,318千円 

その他 82,294千円 

繰延税金資産小計 1,176,553千円 

評価性引当金 △9,417千円 

繰延税金資産合計 1,167,136千円 

繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △215,959千円 

繰延税金資産の純額 951,176千円 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％ 

(調整)   

 交際費等永久に損金に算入 
 されない項目 

2.9％ 

 受取配当金等永久に益金に算入 
 されない項目 

△1.8％ 

 住民税均等割 4.6％ 

 税額控除 △5.9％ 

 過年度繰越欠損金 △25.3％ 

 その他 0.2％ 

税効果適用後の法人税等の負担率 15.3％ 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％ 

(調整)   

交際費等永久に損金に算入
 されない項目 

4.2％ 

受取配当金等永久に益金に算入
 されない項目 

△2.1％ 

 住民税均等割 5.3％ 

 評価性引当金 3.7％ 

 その他 0.8％ 

税効果適用後の法人税等の負担率 52.5％ 



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

第39期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第40期
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 692.83円 １株当たり純資産額 716.77円

１株当たり当期純利益 20.53円 １株当たり当期純利益 10.39円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
第39期

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

第40期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当期純利益(千円) 246,420 119,492 

普通株主に帰属しない金額(千円) 10,120 ― 

(うち利益処分による役員賞与金 
(千円)) 

(10,120) (―)

普通株式に係る当期純利益(千円) 236,300 119,492 

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,509 11,501 



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

【債券】 

【その他】 

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円)

投資有価 
証券 

その他 
有価証券 

住友信託銀行㈱ 200,000 272,400 

住商リース㈱ 29,000 168,200 

㈱三井住友フィナンシャル
グループ 

100 130,000 

アズワン㈱ 28,845 86,246 

㈱立花エレテック 55,000 71,555 

㈱電響社 52,500 67,200 

㈱りそなホールディングス 134 54,270 

ダイワボウ情報システム㈱ 24,000 53,520 

ダイダン㈱ 49,000 42,630 

㈱インフォメーション 
クリエーティブ 

50,000 41,500 

その他18銘柄 237,826 270,027 

計 726,405 1,257,549 

銘柄 券面総額(千円) 貸借対照表計上額(千円)

投資有価 
証券 

その他 
有価証券 

豪ドル・パワーデュアル債 200,000 196,780 

円／豪ドル・パワーリバースデュ
アル債 

150,000 145,905 

ハイパー・リバース・デュアル・
カレンシー債（米ドル） 

100,000 91,650 

円／米ドル・デジタルクーポン債 100,000 98,870 

ハイパー・リバース・デュアル・
カレンシー債（豪ドル） 

100,000 89,640 

マルチコーラブル・円元本確保
型・日経平均リンク債 

50,000 49,475 

計 700,000 672,320 

種類及び銘柄 投資口数等 貸借対照表計上額(千円)

投資有価 
証券 

その他 
有価証券 

(証券投資信託受益証券)   

 グローバル・ファンズ・トラ
 スト・カンパニー 

  

  Ｎ－Ｒグローバル・フュー
  チャーズ・ファンドⅣ 

10,000口 94,940 

  その他 １銘柄 40口 20,080 

投資事業有限責任組合への出資 1口 100,079 

計 ― 215,099 



【有形固定資産等明細表】 

  

（注）「当期減少額」欄の( )内は、内書きで、減損損失の計上額であります。 

  

資産の種類 
前期末残高
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産       

 建物 85,094 ― ― 85,094 25,750 9,674 59,344

 構築物 3,600 ― ― 3,600 1,043 423 2,556

 器具備品 128,185 902 ― 129,088 44,860 21,732 84,228

 土地 497,656 ― 
23,196
(23,196)

474,460 ― ― 474,460

有形固定資産計 714,536 902 
23,196
(23,196)

692,243 71,654 31,830 620,588

無形固定資産       

 ソフトウェア 171,576 7,394 2,417 176,553 113,324 33,881 63,229

 電話加入権 17,103 ― ― 17,103 ― ― 17,103

 電気通信 
 施設利用権 

1,836 ― ― 1,836 1,450 91 385

無形固定資産計 190,515 7,394 2,417 195,493 114,774 33,973 80,718

長期前払費用 22,361 3,564 3,002 22,923 8,804 3,413 14,119

繰延資産       

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―



【資本金等明細表】 

  

(注) 当期末における自己株式は298,621株であります。 

  

【引当金明細表】 

  

(注) １．貸倒引当金の当期減少額「その他」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額 812千円及び現金回収による取崩額 140千円

であります。 

２．役員退職慰労引当金の当期減少額「その他」は、平成17年６月開催の定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃

止しましたので、当該総会までの期間に対応する役員退職慰労金相当額を長期未払金に振替えております。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(千円) 3,775,100 ― ― 3,775,100

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (注) (株) (11,793,600) (―) (―) (11,793,600)

普通株式 (注) (千円) 3,775,100 ― ― 3,775,100

計 (株) (11,793,600) (―) (―) (11,793,600)

計 (千円) 3,775,100 ― ― 3,775,100

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

(資本準備金) 
株式払込剰余金 

(千円) 2,232,620 ― ― 2,232,620

(その他資本剰余金)
資本準備金減少差益 

(千円) 1,821,548 ― ― 1,821,548

計 (千円) 4,054,168 ― ― 4,054,168

利益準備金及び 
任意積立金 

(利益準備金) (千円) ― ― ― ―

(任意積立金) (千円) ― ― ― ―

計 (千円) ― ― ― ―

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期増加額
(千円) 

当期減少額
(目的使用) 
(千円) 

当期減少額
(その他) 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

貸倒引当金 97,777 207 1,357 952 95,675

賞与引当金 470,500 390,410 470,500 ― 390,410

役員退職慰労引当金 310,550 7,990 102,405 216,135 ―



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 現金及び預金 

  

  

② 受取手形 

主要相手先別内訳 

  

  

期日別内訳 

  

  

区分 金額(千円)

現金 4,476

預金  

当座預金 251,525

普通預金 1,040,690

通知預金 2,000,000

定期預金 691,733

別段預金 9,617

預金計 3,993,566

合計 3,998,043

相手先 金額(千円)

神戸マリンホテルズ㈱ 52,215 

アビリット㈱ 27,434 

岩谷情報システム㈱ 6,474 

日本エンヂニヤ㈱ 4,141 

住信・松下フィナンシャルサービス㈱ 3,150 

その他 5,223 

合計 98,640 

期日別 金額(千円)

平成18年４月 32,644 

平成18年５月 7,590 

平成18年６月 2,692 

平成18年７月 12,499 

平成18年８月 2,250 

平成18年９月以降満期 40,962 

合計 98,640 



③ 売掛金 

主要相手先別内訳 
  

  

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。 

  

④ 商品 
  

  

⑤ 仕掛品 
  

  

相手先 金額(千円)

日本電気㈱ 1,770,741 

ＮＥＣシステムテクノロジー㈱ 598,026 

ＮＥＣソフト㈱ 209,236 

中部日本電気ソフトウェア㈱ 155,207 

永大産業㈱ 129,196 

その他 2,663,828 

合計 5,526,236 

前期繰越高(千円) 
  
(Ａ) 

当期発生高(千円)
  
(Ｂ) 

当期回収高(千円)
  
(Ｃ) 

次期繰越高(千円)
  
(Ｄ) 

回収率(％)
  

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ) 
２ 
(Ｂ) 
365 

5,341,850 17,764,163 17,579,777 5,526,236 76.1 111.7

区分 金額(千円)

オフィスサーバ 36,850 

パーソナルコンピュータ等 89,521 

その他機器 14,022 

市販パッケージ 6,134 

合計 146,529 

区分 金額(千円)

ソフトウェア開発 512,423 

合計 512,423 



⑥ 支払手形 

主要相手先別内訳 

  

  

期日別内訳 

  

  

⑦ 買掛金 

  

  

相手先 金額(千円)

ダイワボウ情報システム㈱ 20,497 

エプソン販売㈱ 4,470 

キヤノン販売㈱ 3,713 

エスアイアイ・データサービス㈱ 2,521 

㈱アールエスイー 1,260 

合計 32,463 

期日別 金額(千円)

平成18年４月 12,447 

平成18年５月 7,057 

平成18年６月 12,958 

合計 32,463 

相手先 金額(千円)

日本電気㈱ 396,063 

㈱サトー 55,880 

オーエーエンジニアリング㈱ 41,642 

ソフトバンクＢＢ㈱ 36,116 

ダイワボウ情報システム㈱ 12,868 

その他 127,241 

合計 669,814 



⑧ 未払金 

  

  

⑨ 社債 

  

(注) 発行年月、利率等については、「第５経理の状況」「１連結財務諸表等」「(1)連結財務諸表」「⑤連結附属明細表」の「社

債明細表」に記載しております。 

  

⑩ 退職給付引当金 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

相手先 金額(千円)

エヌシーエステクノロジー㈱ 105,639 

ジャパン・ペンション・ナビゲーター㈱ 92,228 

オーエーエンジニアリング㈱ 92,101 

ディアシステム㈱ 87,736 

大手前社会保険事務所 66,855 

その他 1,107,405 

合計 1,551,966 

区分 金額(千円)

第１回無担保社債 400,000 

第２回無担保社債 200,000 

第３回無担保社債 300,000 

第４回無担保社債 250,000 

合計 1,150,000 

相手先 金額(千円)

退職給付債務 2,120,326 

会計基準変更時差異の未処理金額 △757,569 

未認識数理計算上の差異 △171,828 

未認識過去勤務債務 604,759 

合計 1,795,688 



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注) 会社法施行後においては、会社法第440条第４項の規定により決算公告は行いません。 

  

  

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日

株券の種類 1,000株券、10,000株券 

中間配当基準日 ９月30日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社 

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 
不所持株券の交付、分割、併合による交付、喪失による再発行及び汚損、毀損による
株券の再発行の場合１枚につき50円 

株券喪失登録   

  株券喪失登録申請料 １件につき10,000円 

  株券登録料 １株につき500円 

単元未満株式の買取り・
買増し 

  

  取扱場所 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社 証券代行部 

  株主名簿管理人 
大阪市中央区北浜四丁目５番33号
住友信託銀行株式会社 

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店

  買取・買増手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 

当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故
その他のやむを得ない事由が発生したときは、日本経済新聞に掲載する。(注) 
なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
です。 
 http://www.ncs.co.jp/ 

株主に対する特典 ありません 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1) 
  
自己株券買付状況 
報告書 

  
  
自 平成17年３月１日 
至 平成17年３月31日 

  
  
平成17年４月13日 
近畿財務局長に提出。 

(2) 
  
自己株券買付状況 
報告書 

  
  
自 平成17年４月１日 
至 平成17年４月30日 

  
  
平成17年５月12日 
近畿財務局長に提出。 

(3) 
  
自己株券買付状況 
報告書 

  
  
自 平成17年５月１日 
至 平成17年５月31日 

  
  
平成17年６月７日 
近畿財務局長に提出。 

(4) 
  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

  
事業年度 
(第39期) 

  
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
  
平成17年６月29日 
近畿財務局長に提出。 

(5) 
  
自己株券買付状況 
報告書 

  
  
自 平成17年６月１日 
至 平成17年６月29日 

  
  
平成17年７月４日 
近畿財務局長に提出。 

(6) 半期報告書 (第40期中) 
  

自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日 

  
  
平成17年12月22日 
近畿財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 

  



独立監査人の監査報告書 

  

日本コンピューター・システム株式会社 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本コ

ンピューター・システム株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。この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連結財務諸表に

対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日

本コンピューター・システム株式会社及び連結子会社の平成17年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。 

  

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 

  

平成17年６月29日

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  石  田     昭  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  大  西  康  弘  ㊞ 

  
※ 上記は、監査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(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書 

  

日本コンピューター・システム株式会社 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本コ

ンピューター・システム株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表につ

いて監査を行った。この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連結財務諸表に

対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日

本コンピューター・システム株式会社及び連結子会社の平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する

連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。 

  

追記情報 

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のとおり、会社は、当連結会計年度から固定資産の減

損に係る会計基準が適用されることとなったため、当該会計基準を適用し連結財務諸表を作成している。 

  

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 

  

平成18年６月29日

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  石  田     昭  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  和  田  稔  郎  ㊞ 

  
※ 上記は、監査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(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書 

  

日本コンピューター・システム株式会社 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本コ

ンピューター・システム株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第39期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この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財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本コ

ンピューター・システム株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

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 

  

平成17年６月29日

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  石  田     昭  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  大  西  康  弘  ㊞ 

  
※ 上記は、監査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(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 



独立監査人の監査報告書 

  

日本コンピューター・システム株式会社 

  

  

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている日本コ

ンピューター・システム株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第40期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この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財務諸表に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本コ

ンピューター・システム株式会社の平成18年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計方針の変更に記載のとおり、会社は、当事業年度から固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなった

ため、当該会計基準を適用し財務諸表を作成している。 

  

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 

  

平成18年６月29日

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  石  田     昭  ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士  和  田  稔  郎  ㊞ 

  
※ 上記は、監査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(有価証券報告書提出会社)が別途保管

しております。 
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