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平成１８年３月期平成１８年３月期平成１８年３月期平成１８年３月期        個別財務諸表の概要個別財務諸表の概要個別財務諸表の概要個別財務諸表の概要                平成18年４月25日    

 

上場会社名 日本電産サンキョー株式会社 上場取引所 東 京 

コード番号 ７７５７ 本社所在都道府県  長野県 

ＵＲＬ http://www.nidec-sankyo.co.jp/  

代   表   者 代表取締役社長  巽 泰造  

問い合せ先責任者 経 理 部 長    上原 敏典 ＴＥＬ （０２６６）２７－２９９９ 

決算取締役会開催日 平成 18 年４月 25 日 中間配当制度の有無： 有 

配当支払開始予定日 平成 18 年６月 21 日 定時株主総会開催日 平成18年６月20日 

単元株制度採用の有無：有（1 単元 1,000 株）   

 

１．１８年３月期の業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日）    

(1) 経営成績                                 (百万円未満切捨て) 

 売  上  高  営  業  利  益  経  常  利  益  

 百万円       ％ 百万円      ％ 百万円      ％ 

18年３月期 ８８，１７１（△０．０） ９，０５０（１８．７） １２，０６９（３９．３） 

17年３月期 ８８，１９２（３２．０） ７，６２４（  －  ） ８，６６１（  －  ） 

 

 当期純利益 
１ 株 当 た り  
当 期 純 利 益  

潜 在 株 式 調 整 後  
１株当たり当期純利益 

株 主 資 本 
当期純利益率 

総 資 本 
経常利益率 

売 上 高
経常利益率 

 百万円  ％ 円    銭 円    銭 ％ ％ ％ 

18年３月期 １２，６９６（△２５．５） ６６  １４ －   － ２２．６ １３．５ １３．７ 

17年３月期 １７，０３８（   －   ） ８９  ２２ －   － ４０．４ １１．０ ９．８ 

(注 ) ①期中平均株式数 18年3月期 190,915,065株 17年3月期 190,961,764株  

 ②会計処理の方法の変更 無    

 ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 

(2) 配当状況                              (百万円未満切捨て) 
１株当たり年間配当金 

 
 中 間  期  末  

配当金総額 
（年間）  

配当性向 
株主資本 
配 当 率 

 円   銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％ 

18年３月期 ７  ５０ ２  ５０ ５  ００ １，４３１ １１．３ ２．３ 

17年３月期 ５  ００ －   － ５  ００ ９５４ ５．６ １．９ 

  

 

(3) 財政状態                              (百万円未満切捨て) 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

18年３月期 ９７，４４７ ６１，９７５ ６３．６ ３２４  ３２ 

17年３月期 ８０，７７０ ５０，５５８ ６２．６ ２６４  ７８ 

(注 ) ①期末発行済株式数 18年３月期 190,877,995株 17年３月期 190,945,921株  

 ②期末自己株式数 18年３月期 229,633株 17年３月期 161,707株  

 

２．１９年３月期の業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日）    
１株当たり年間配当金  

売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 
中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円  円  銭  円  銭  円  銭 

中間期 ３９,０００ ４,０００ ３,５００ ５ ００ －  － －  － 

通 期 ８４,０００ ９,０００ ８,０００ －  － ５ ００ １０ ００ 

(参考) １株当たり予想当期純利益(通期)41円92銭 

(注) 上記の業績予想の前提条件その他の関連する事項については、決算短信(連結)添付資料の９ページを参照ください。 
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（貸借対照表） 

    

  
前事業年度 

（平成17年3月31日現在） 
当事業年度 

（平成18年3月31日現在） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

（資産の部）          

Ⅰ．流動資産          

１．現金及び預金   12,244   21,946   9,702 

２．受取手形 ※５  4,085   3,008   △1,077 

３．売掛金 ※５  24,532   23,381   △1,151 

４．製品   1,406   1,655   249 

５．原材料   606   549   △57 

６．仕掛品   1,184   2,476   1,291 

７．貯蔵品   1,784   1,274   △509 

８．前払費用   30   43   12 

９．短期貸付金   13   21   7 

10．関係会社短期貸付金   9,473   13,135   3,661 

11．未収入金 ※５  6,921   7,411   490 

12．その他   4   4   △0 

貸倒引当金   △909   △910   △1 

流動資産合計   61,379 76.0  73,998 75.9  12,619 

Ⅱ．固定資産          

１．有形固定資産          

(1) 建物  7,482   8,538   1,055  

減価償却累計額  5,252 2,229  5,491 3,046  239 816 

(2) 構築物  401   401   0  

減価償却累計額  308 93  314 87  6 △5 

(3) 機械及び装置  11,266   10,003   △1,263  

減価償却累計額  9,531 1,735  8,632 1,370  △898 △365 

(4) 車両運搬具  29   32   2  

減価償却累計額  23 5  24 7  1 1 

(5) 工具・器具及び備品  11,461   9,244   △2,216  

減価償却累計額  9,692 1,768  8,093 1,151  △1,599 △617 

(6) 土地   4,481   5,698   1,216 

(7) 建設仮勘定   76   186   110 

有形固定資産合計   10,391 12.9  11,548 11.9  1,157 

２．無形固定資産   14 0.0  26 0.0  11 
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前事業年度 

（平成17年3月31日現在） 
当事業年度 

（平成18年3月31日現在） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

３．投資その他の資産          

(1) 投資有価証券   900   2,521   1,620 

(2) 関係会社株式   5,552   5,627   74 

(3) 出資金   4   4   － 

(4) 関係会社出資金   2,241   3,595   1,354 

(5) 長期貸付金   17   10   △6 

(6) 従業員長期貸付金   79   48   △31 

(7) 破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権 

  20   12   △7 

(8) 敷金及び差入保証金   116   38   △77 

(9) 事業保険掛金   27   27   － 

(10) その他   57   －   △57 

貸倒引当金   △33   △12   20 

投資その他の資産合計   8,985 11.1  11,873 12.2  2,888 

固定資産合計   19,391 24.0  23,448 24.1  4,056 

資産合計   80,770 100.0  97,447 100.0  16,676 
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前事業年度 

（平成17年3月31日現在） 
当事業年度 

（平成18年3月31日現在） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額 
（百万円） 

（負債の部）          

Ⅰ．流動負債          

１．支払手形   809   673   △136 

２．買掛金 ※５  15,457   17,033   1,576 

３．短期借入金   －   6,754   6,754 

４．１年以内返済長期借入金   6   14   8 

５．未払金 ※５  1,736   2,420   684 

６．未払費用   1,086   1,117   30 

７．未払法人税等   163   81   △82 

８．前受金   1,329   650   △679 

９．預り金   85   96   11 

10．賞与引当金   757   787   30 

11．設備購入支払手形   1,496   710   △786 

12．事業整理損失引当金   112   －   △112 

13．その他   41   12   △29 

流動負債合計   23,082 28.6  30,353 31.2  7,270 

Ⅱ．固定負債          

１．長期借入金   79   48   △31 

２．長期繰延税金負債   43   290   246 

３．長期未払金   6,892   4,779   △2,112 

４．役員退職慰労引当金   113   －   △113 

固定負債合計   7,129 8.8  5,118 5.2  △2,011 

負債合計   30,211 37.4  35,471 36.4  5,259 

          

（資本の部）          

Ⅰ.資本金 ※３  35,270 43.7  35,270 36.2  － 

Ⅱ.利益剰余金          

１．利益準備金  －   147   147  

２．任意積立金  －   12,000   12,000  

３．当期未処分利益  15,149   14,265   △883  

利益剰余金合計   15,149 18.7  26,413 27.1  11,264 

Ⅲ.その他有価証券評価差額金 ※６  236 0.3  486 0.5  250 

Ⅳ.自己株式 ※４  △96 △0.1  △194 △0.2  △97 

資本合計   50,558 62.6  61,975 63.6  11,416 

負債及び資本合計   80,770 100.0  97,447 100.0  16,676 
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（損益計算書） 

    

  
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） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 

Ⅰ．売上高 ※２  88,192 100.0  88,171 100.0  △20 

Ⅱ．売上原価 ※２  74,980 85.0  74,028 84.0  △951 

売上総利益   13,212 15.0  14,143 16.0  930 

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※１  5,588 6.3  5,092 5.8  △495 

営業利益   7,624 8.7  9,050 10.2  1,426 

Ⅳ．営業外収益          

１．受取利息 ※２ 172   371   199  

２．受取配当金 ※２ 71   567   496  

３．為替差益  692   2,126   1,434  

４．雑収益 ※２ 167 1,102 1.2 250 3,316 3.8 83 2,213 

Ⅴ．営業外費用          

１．支払利息  31   208   176  

４．雑損失  33 65 0.1 89 297 0.3 55 232 

経常利益   8,661 9.8  12,069 13.7  3,407 

Ⅵ.特別利益          

１．投資有価証券売却益  139   755   615  

２．固定資産売却益  3   3   0  

３．厚生年金基金解散益  8,490   437   △8,053  

４．役員退職慰労引当金戻
入益 

 545   －   △545  

５．その他特別利益  44 9,223 10.4 136 1,332 1.5 91 △7,891 
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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） 
増減 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 

Ⅶ．特別損失          

１．関係会社株式売却損  140   －   △140  

２．たな卸資産廃却損  －   87   87  

３．固定資産除却損  278   363   85  

４．固定資産売却損  27   2   △24  

５．事業整理損失引当金繰
入額 

※４ 13   －   △13  

６．事業撤退損失  －   95   95  

７．関係会社債権放棄損  287   －   △287  

８．事務所移転費用  －   32   32  

９．その他特別損失  0 747 0.8 － 582 0.7 △0 △164 

税引前当期純利益   17,138 19.4  12,818 14.5  △4,319 

法人税、住民税 
及び事業税 

  99 0.1  122 0.1  22 

当期純利益   17,038 19.3  12,696 14.4  △4,341 

前期繰越利益   △1,889   2,094   3,983 

中間配当に伴う利益準
備金積立額 

  －   47   47 

中間配当額   －   477   477 

当期未処分利益   15,149   14,265   △883 
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（利益処分計算書） 

    

  
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成17年6月21日） 

当事業年度 
株主総会承認日（案） 
（平成18年6月20日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ．当期未処分利益   15,149  14,265 

Ⅱ．利益処分額      

１．利益準備金  100  102  

２．配当金  954  954  

３．役員賞与金  －  70  

 (うち監査役賞与金)  (－)  (5)  

４．任意積立金      

(1)別途積立金  12,000 13,054 10,000 11,126 

Ⅲ．次期繰越利益   2,094  3,138 

      

 

 

 

 

 

 

 



- 50 - 

サンキョー 単独 

 

（財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

 重要な会計方針 

項目 
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） 

(1）子会社株式及び関連会社株式 (1）子会社株式及び関連会社株式 １．有価証券の評価基準及び

評価方法  移動平均法による原価法 同 左 

(2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 

 決算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） 

同 左 

時価のないもの 時価のないもの 

 

 移動平均法による原価法 同 左 

(1）デリバティブ (1）デリバティブ ２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法  時価法 同 左 

 先入先出法による低価法 同 左 ３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法   

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

  定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降取得した

建物については、定額法を採用していま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 

同 左 

 
  

建物 15～60年 

機械及び装置 ４～13年 

工具・器具及び備品 ２～20年 
  

 

 (2）無形固定資産 (2)無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しています。 

同 左 

 

 

 

 

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しています。 

 なお、為替予約等の振当処理の対象とな

っている外貨建金銭債権債務については、

当該為替予約等の円貨額に換算していま

す。 

同 左 
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項目 
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） 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  売掛金・貸付金等の債権の貸倒損失に備

えるため、一般債権については、貸倒実績

率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の

債権については、個別に回収可能性を検討

し回収不能見込額を計上しています。 

同 左 

 (2）賞与引当金 (2）賞与引当金 

  従業員賞与の支給に備えるため、期末在

籍者に対する支給見込額の当期負担額を

計上しています。 

同 左 

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金 

 ―――――― 同 左 

 （追加情報） （追加情報） 

 

 

当社およびその関連企業を母体とする三

協精機厚生年金基金は確定拠出年金法の

施行に伴い、平成16年４月27日付で厚生労

働省より解散の認可を受け、同日をもって

解散しました。平成17年１月１日より確定

拠出年金制度に移行するため、「退職給付

制度間の移行に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号）を適用していま

す。 

本移行に伴う影響額は「厚生年金基金解散

益」として8,490百万円を特別利益に計上

しています。 

なお、確定拠出年金制度等への資産の移管

等に伴う長期未払金6,892百万円を計上し

ています。 

当社およびその関連企業を母体とする三

協精機厚生年金基金は確定拠出年金法の

施行に伴い、平成16年４月27日付で厚生労

働省より解散の認可を受け、同日をもって

解散しました。平成17年１月１日より確定

拠出年金制度に移行するため、「退職給付

制度間の移行に関する会計処理」（企業会

計基準適用指針第１号）を適用していま

す。 

本移行に伴う影響額は、前事業年度におい

て「厚生年金基金解散益」として8,490百

万円を特別利益として計上しましたが、

「最低責任準備金の還付」等により437百

万円を「厚生年金基金解散益」として当事

業年度において特別利益に計上していま

す。 

なお、確定拠出年金制度への資産の移管等

に伴う「未払金」540百万円および「長期

未払金」4,667百万円を計上しています。 

 

 (4)役員退職慰労引当金 (4)役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上してい

ます。 

―――――― 

 (追加情報) 

 平成17年3月31日付にて、役員退職慰労

金支給制度を廃止いたしました。 

 

 

 (5)事業整理損失引当金 (5)事業整理損失引当金 

  経営改善計画に基づく事業整理損等に

伴う損失に備えるため、当該損失見込額を

計上しています。 

―――――― 
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項目 
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） 

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いま

す。 

同 左 

８．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 為替予約取引は振当処理、金利スワップ

取引は特例処理によっています。 

 

(1)ヘッジ会計の方法 

同 左 

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

為替予約取引  売掛金等 

金利スワップ取引  借入金 

   
 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

為替予約取引  売掛金等 

   

   
 

 (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

 為替予約取引 為替予約取引 

 

 主として、将来予想される外貨建債権回

収に係る為替変動リスクを回避する目的

で為替予約取引を行っており、投機的な取

引は行っていません。 

同 左 

 金利スワップ取引 金利スワップ取引 

 

 借入金利に係る金利変動リスクを回避

する目的で金利スワップ取引を行ってお

り、投機的な取引は行っていません。 

 

―――――― 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約取引 為替予約取引 

 

 為替相場の変動によるキャッシュ・フロ

ーの変動を完全に相殺するものと想定さ

れるため、有効性評価は省略しています。 

同 左 

 金利スワップ取引 金利スワップ取引 

 

 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の

累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッ

シュ・フローを変動累計又は相場変動を半

期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎に

して、ヘッジ有効性を評価しています。た

だし、特例処理によっている金利スワップ

については、有効性の評価を省略していま

す。 

―――――― 

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっています。 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっています。 

 なお、仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産の「未収入金」

に含めて表示しています。 
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（財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

    

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） 

 当事業年度より、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））および「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）を適用しています。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

 

（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） 

（法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上

の表示方法） 

 

 「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制度が導入さ

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

本割については、販売費及び一般管理費に計上していま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費が146百万円増加し、

営業利益、経常利益および税引前当期純利益が、146百万

円減少しています。 

―――――― 
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 注記事項  

 （貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年3月31日現在） 

当事業年度 
（平成18年3月31日現在） 

１．偶発債務 １．偶発債務 

次のとおり関係会社等の銀行借入金等に対して連

帯保証を行っています。 

次のとおり関係会社等の銀行借入金等に対して連

帯保証を行っています。 

金額 
内 容 

（百万円） 

Sankyo Precision(Malaysia)Sdn.,Bhd. 4 

その他 373 

合 計 377 
 

金額 
内 容 

（百万円） 

従業員貸付金 300 

  

  
 

  

（注）１．上記のうち主な外貨建額  

Ｍ＄ 150千    
 

 

２．受取手形割引高 該当ありません。  ２．受取手形割引高 同 左  

  

※３．授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 400,000,000 株 

発行済株式総数 普通株式 191,107,628 株 

    
 

※３．授権株式数及び発行済株式総数 

同 左 

※４．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式161,707株

です。 

※４．自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式229,633株

です。 

※５．関係会社に係る注記 ※５．関係会社に係る注記 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲載された

もののほか次のものがあります。 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲載された

もののほか次のものがあります。 

受取手形及び売掛金 4,833 百万円 

未収入金 6,362  

買掛金 5,441  

未払金 606  
 

受取手形及び売掛金 4,315 百万円 

未収入金 7,058  

買掛金 5,097  

未払金 1,203  
 

※６．配当制限 ※６．配当制限 

商法施行規則第124条３号に規定する資産の時価評価

額により増加した純資産額は236百万円です。 

 

商法施行規則第124条３号に規定する資産の時価評価

額により増加した純資産額は532百万円です。 
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 （損益計算書関係） 

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） 

※１．販売費及び一般管理費 ※１．販売費及び一般管理費 

販売費に属する費用のおおよその割合は55％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

45％です。主要な費目及び金額は次のとおりです。 

販売費に属する費用のおおよその割合は57％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

43％です。主要な費目及び金額は次のとおりです。 

販売手数料 1,017 百万円 

荷造運賃保管料 709  

従業員給与 1,168  

賞与 314  

賞与引当金繰入額 28  

退職給付費用 43  

役員退職慰労引当金繰入額 16  

福利厚生費 343  

旅費交通費 235  

減価償却費 137  

賃借料 294  

研究開発費 534  

   
 

販売手数料 989 百万円 

荷造運賃保管料 456  

従業員給与 1,064  

賞与 214  

賞与引当金繰入額 209  

福利厚生費 375  

旅費交通費 210  

減価償却費 119  

賃借料 220  

研究開発費 429  

   
 

※２．関係会社に係る注記 ※２．関係会社に係る注記 

(1)関係会社への売上高 19,796百万円 (1)関係会社への売上高 17,691百万円 

(2)関係会社からの仕入高   (2)関係会社からの仕入高   

材料 1,426 

製品 37,997 

計 39,423 
 

材料 8,719 

製品 32,755 

計 41,474 
 

(3)関係会社からの営業外収益 (3)関係会社からの営業外収益 

受取配当金 55 

その他 159 

計 215 
 

受取配当金 546 

その他 302 

計 849 
 

  

３．研究開発費の総額 ３．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費 

一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費 

                  4,272百万円                   4,432百万円 

  

※４．事業整理損失引当金繰入額 

今後整理を予定している事業に係る固定資産処分損

等13百万円を計上しています。 

※４．事業整理損失引当金繰入額 

―――――― 
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 （リース取引関係） 

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） 

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格相当額、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格相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

 
取得価格 
相当額 

(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 

(百万円) 

機械及び装置 4 4 0 

工具・器具及び 
備品 

135 69 65 

その他 320 193 126 

合計 460 268 191 

 

 
取得価格 
相当額 

(百万円) 

減価償却累
計額相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 

(百万円) 

機械及び装置 0 0 0 

工具・器具及び 
備品 

190 69 121 

その他 296 191 105 

合計 487 261 226 

 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 91 百万円 

１年超 102  

合 計 193  
 

１年内 100 百万円 

１年超 124  

合 計 225  
 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 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 132 百万円 

減価償却費相当額 125  

支払利息相当額 4  
 

支払リース料 110 百万円 

減価償却費相当額 105  

支払利息相当額 2  
 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．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

法によっています。 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっています。 

５．利息相当額の算定方法 ５．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

息法によっています。 

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

息法によっています。 

 

 

 （有価証券関係） 

 

       子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 
 

前事業年度（平成17年3月31日現在） 当事業年度（平成18年3月31日現在） 

 貸借対照表計上額 時価 差額 貸借対照表計上額 時価 差額 

 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 

関連会社株式 242 431 189 242 1,243 1,000 
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 （税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成17年3月31日現在） 

当事業年度 
（平成18年3月31日現在） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別 

  の内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別 

  の内訳 

（単位：百万円） （単位：百万円） 

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産評価損 1,568 

貸倒引当金 347 

賞与引当金 303 

未払費用 322 

事業整理損失引当金 44 

短期貸付金 600 

その他 58 

 繰延税金資産小計 3,246 

評価性引当額 △3,246 

 繰延税金資産（流動）合計 － 
 

繰延税金資産（流動）  

たな卸資産評価損 969 

貸倒引当金 342 

賞与引当金 315 

未払金 216 

未払費用 280 

その他 34 

 繰延税金資産小計 2,158 

評価性引当額 △2,158 

 繰延税金資産（流動）合計 － 
 

繰延税金資産（固定）  

繰越欠損金 6,145 

貸倒引当金 6 

役員退職慰労引当金 45 

投資有価証券 48 

関係会社株式 1,306 

ゴルフ会員権評価損 7 

減価償却超過額 96 

無形固定資産 259 

長期未払金 2,756 

その他 4 

 繰延税金資産小計 10,677 

評価性引当額 △10,677 

 繰延税金資産（固定）合計 － 

繰延税金負債（固定）  

 その他有価証券評価差額金 △43 

繰延税金負債（固定）の純額 △43 
 

繰延税金資産（固定）  

繰越欠損金 3,647 

貸倒引当金 2 

投資有価証券 25 

関係会社株式 79 

ゴルフ会員権評価損 1 

土地 559 

減価償却超過額 117 

無形固定資産 281 

長期未払金 1,919 

外国税控除 402 

その他 2 

 繰延税金資産小計 7,040 

評価性引当額 △7,040 

 繰延税金資産（固定）合計 － 

繰延税金負債（固定）  

 その他有価証券評価差額金 △290 

繰延税金負債（固定）の純額 △290 
 

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要な項目別の内訳 

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要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.1％ 

住民税均等割 0.1％ 

外国税控除 0.6％ 

評価性引当金 △39.0％ 

その他 △1.0％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.6％ 
 

法定実効税率 40.0％ 

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0％ 

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.6％ 

住民税均等割 0.1％ 

外国税控除 △1.1％ 

評価性引当金 △38.1％ 

その他 0.7％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.0％ 
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 （１株当たり情報） 

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） 

１株当たり純資産額 264円 78銭  １株当たり純資産額 324円 32銭  

１株当たり当期純利益金額 89円 22銭  １株当たり当期純利益金額 66円 14銭  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

していません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

していません。 

  

 

 （役員の異動） 
 

１．代表者の異動（平成 18 年６月 20 日付） 

 

新 役 職 名 氏  名 現 役 職 名 

取締役相談役 巽    泰 造 代表取締役社長（ＣＯＯ） 

代表取締役社長（ＣＯＯ） 安 川 員 仁 常務取締役システム事業本部長 

 

 

２．その他の役員の異動（平成 18 年６月 20 日付） 

 

（１）新任取締役候補 

新 役 職 名 氏  名 現 役 職 名 

取締役 システム事業本部副本部長 

兼ＣＲＤ事業統括 

兼下諏訪事業所長 

今 井 栄 治 
理事 ＣＲＤ事業統括 

兼下諏訪事業所長 

 

（２）新任監査役候補 

新 役 職 名 氏  名 現 役 職 名 

常勤監査役 井 口 一 正 － 

監査役（非常勤） 佐 野 忠 義 日本電産株式会社 常勤監査役 

 

（３）退任予定監査役 

氏  名 現 役 職 名 

赤 地 義 弘 常勤監査役 

 

 

以 上 


