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1．       の連結業績 (           ～           )18年 3月 期 平 成17年 4月 1日 平 成18年 3月31日
( 1 )連結経営成績

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      162,486    △4.0       3,830    16.4       3,012    33.1

17年 3月期      169,259    △3.8       3,289   △13.8       2,263   △22.2

１株当たり 総 資 本 売 上 高潜在株式調整後 株 主 資 本当 期 純 利 益
当期純利益 1株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18年 3月期        1,817    89.4         66.72－      3.1     2.6     1.9

17年 3月期          959     6.4         35.09－      1.7     1.9     1.3

(注 )1.持分法投資損益 18年 3月 期           15百万円 17年 3月 期           15百万円
2.期中平均株式数(連結) 18年 3月 期     26,489,661株 17年 3月 期     26,490,359株
3.会計処理の方法の変更 有
4.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 )連結財政状態

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

     118,300       59,933     50.7      2,260.6818年 3月期

     117,861       58,221     49.4      2,196.7417年 3月期

(注 )期末発行済株式数 (連結 ) 18年 3月 期     26,489,339株 17年 3月 期     26,489,963株

( 3 )連結キャッシュ ･ フローの状況

営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円
       4,471      △2,138         △318       35,36218年 3月期

17年 3月期        6,387           51        △339       33,348

( 4 )連結範囲及び持分法の適用に関する事項
連結子会社数    社  持分法適用非連結子会社数    社  持分法適用関連会社数    社    3     0     1

( 5 )連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結 (新規 )    社  (除外 )    社  持分法 (新規 )    社  (除外 )    社    0     1     0     0

2．      の連結業績予想 (           ～           )19年 3月期 平 成18年 4月 1日 平 成19年 3月31日

売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益
百万円 百万円 百万円

中 間 期       74,500          400          200

通 期      167,000        3,100        1,600

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )          60円 40銭

※ 上 記 予 想 は 、 本 資 料 発 表 日 現 在 に お い て 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づ き 作 成 し た も の で あ り 、 実 際 の 業
績 は 今 後 様 々 な 要 因 に よ っ て 予 想 数 値 と 異 な る 場 合 が あ り ま す 。
※ 金 額 は 、 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 て 表 示 し て お り ま す 。



１．企業集団の状況

　当社の親会社である富士通㈱は、ＩＴ分野においてインターネットを核としたトータルソリューションビジネスを営

んでおり、富士通グループを形成しております。

　当社グループ（当社、当社の連結子会社３社および関連会社１社。以下同じ。）は、富士通グループに属し、日本国

内において情報ネットワークサービス、保守サービス、コンストラクションサービスを提供しております。

　なお、当社グループは、事業の種類別セグメントを記載していないため、３つの事業部門別に記載しております。

　また、当社連結子会社のうち、国内の証券市場に上場または公開している会社はありません。
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２．経営方針

１．経営の基本方針

  当社グループは、中堅・中小企業や市町村自治体市場を中心に、コンサルティングからネットワーク構築、ソフト

ウェア開発、システムの運用・管理サポートまでを総合的に提供することにより、お客様の抱える問題を解決できる

トータルソリューションプロバイダーを目指して事業活動を展開しております。

  更に、富士通グループの持つソフトウェア、サービス、ハードウェアを組み合わせ、システムインテグレーション

技術を駆使して、お客様に最適なソリューションを提供することにより、「ベストソリューション ＆ ベストパート

ナー」を実現し、情報社会の発展に寄与することを基本方針としております。

２．利益配分に関する基本方針

  利益配分につきましては、株主の皆様への安定的・機動的な配当と、事業基盤の安定・拡充に備えるための内部留

保の充実を、総合的に考慮して決定することを基本方針としております。

  内部留保資金につきましては、新サービスの提供のために活用してまいります。

　また、平成18年５月に施行される会社法により、配当に関する回数制限が撤廃されますが、当社においては、従来

どおり年２回（中間および期末）の配当を行う予定です。

３．中長期的な経営戦略と対処すべき課題

(1)中期経営計画の基本方針と重点施策

  当社グループは、平成18年2月に、平成20年度を最終年度とする3ヵ年の中期経営計画を発表いたしました。その骨

子は、以下のとおりであります。

[基本方針]

　持続的成長を実現する企業への変革

[重点施策]

1)ビジネスゾーン別戦略

　対象市場を明確にし、ビジネスゾーン別に戦略を展開いたします。

①中堅・中小企業向け

　成長分野・地域、成長企業に対し、自社ソリューションの徹底的な展開を図ります。

②自治体向け

　市町村に対し、住民利用者向けソリューションや複数自治体による共同運用アウトソーシングなど、ニーズの高

いビジネスを展開いたします。

③医療機関向け

　中小規模病院等に対し、電子カルテ、WebAS調剤名人などのコアビジネスを集中展開いたします。

④大手企業向け

　部門・部局、関連会社に対し、ITマネジメントサービスを中心としたソフトサービスを展開いたします。

2)自社ソリューションの徹底強化

　今後の利益成長のため、「WebAS Component」と「ITマネジメントサービス」の二つの自社ソリューションの強化

を進めてまいります。

①「WebAS Component」は、業種・業務別ソリューションの新規開発と、外部ベンダーとのアライアンスによりライ

ンナップの充実を図ります。

②「ITマネジメントサービス」は、さらなるサービス強化とメニュー拡大に注力いたします。

3)組織力の強化

　フォーメーションの変革として、次の３点を中心に組織力の強化を図ります。

①営業部門の成長市場への重点配置

②システム部門のプロジェクトマネジメントの強化と生産性向上

③サポートサービス部門の再構築

4)内部統制強化

　業務プロセスの見直し・標準化、より安定性・信頼性・効率性の高いマネジメントシステムの再構築等により、

企業経営の最適効率化、財務報告の信頼性向上、企業の社会的責任、法令遵守の遂行を実現し、企業価値の向上を

目指します。
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   (2)中期経営計画の経営目標値

 　　平成20年度(2008年度)計画

 金　額(百万円)

 　売上高 187,000

 　営業利益 5,600

 　営業利益率  3.0%

 　経常利益 4,400

 　純利益 2,200

４．親会社等に関する事項

(1）親会社等の商号他

親会社等 属性
親会社等の議決権所

有割合（％）
親会社等が発行する株券が上場されている証券取引所等

富士通株式会社 親会社
52.6

(0.1)

株式会社東京証券取引所　市場第一部

株式会社大阪証券取引所　市場第一部

株式会社名古屋証券取引所　市場第一部

 ロンドン証券取引所（イギリス）

フランクフルト証券取引所（ドイツ連邦共和国）

スイス証券取引所（スイス連邦）

（注）親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数である。

(2)親会社等の企業グループにおける当社の位置づけその他の当社と親会社等との関係

  富士通株式会社は、平成18年3月末現在、当社の発行済株式総数の52.6％を所有する親会社であります。当社は、親

会社の企業グループにおいて中堅・中小企業を中心に、コンサルティングから、ネットワーク構築、ソフトウェア開

発、システムの運用・管理サポートまで、一貫したサービスを提供するシステムインテグレーション企業として位置

づけられています。

  親会社の取締役1名および経営執行役1名の2名が当社の社外監査役を兼任しております。また、より緊密な協力体制

の構築を目的として、若干名の出向者を受け入れております。

  当社は、富士通グループの一員として、親会社である富士通株式会社およびグループ会社と緊密な協力関係を維持

し事業活動を展開しておりますが、親会社からの制約はなく、一定の独立性が確保されていると認識しております。

  富士通グループの経営資源を最大限に活用することにより、当社グループの企業価値を高めてまいります。

(3)親会社等との取引に関する事項

   　親会社等との取引に関する事項につきましては、連結財務諸表の「関連当事者との取引」をご参照ください。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

(1）当連結会計年度の概況

　当連結会計年度の情報サービス産業におきましては、景気の緩やかな回復に伴い、当社グループが主力とする中堅

企業のIT投資につきましても、回復の傾向が見られました。

　このような状況の中で、当社グループは、中堅・中小企業や市町村自治体を中心とするビジネスへの集中と、付加

価値の高いソリューション・サービスの提供に重点を置き事業活動を展開いたしましたが、競争の激化ならびにハー

ドウェア価格の下落とそれに伴う保守料の低下等により、当連結会計年度の受注高は、165,712百万円（前年比2.4％

減）、売上高は、162,486百万円（同4.0％減）となりました。

　損益につきましては、売上総利益率の改善、退職給付制度の改定等による営業費用の抑制や、資金運用収益が好調

であったこと等により、営業利益は、3,830百万円（同16.4％増）、経常利益は、3,012百万円（同33.1％増）を計上

いたしました。

　また、特別損益として、投資有価証券売却益550百万円を計上いたしました。

　この結果、当期純利益は、1,817百万円（同89.4％増）を計上いたしました。

 

 

平成16年度

 (自平成16年４月１日

　至平成17年３月31日)

平成17年度

 (自平成17年４月１日

　至平成18年３月31日)

前年比

金額(百万円) 百分比(％) 金額(百万円) 百分比(％) 増減(百万円) 増減率(％) 

 受注高 169,872 － 165,712 － △4,160 △2.4

 売上高 169,259 100.0 162,486 100.0 △6,772 △4.0

 営業利益 3,289 1.9 3,830 2.4 540 16.4

 経常利益 2,263 1.3 3,012 1.9 748 33.1

 特別利益 56 0.0 550 0.3 494 882.8

 特別損失 443 0.2 119 0.1 △324 △73.1

 純利益 959 0.6 1,817 1.1 857 89.4

〔情報ネットワークサービス〕

  情報ネットワークサービス部門の受注高は、136,633百万円（前年比1.9％減）、売上高は、134,925百万円（同

2.3％減）となりました。

  このうち、情報システム部門の売上高は、ハードウェアの価格下落等の影響で55,477百万円（同10.5％減）と減少

いたしました。一方、ソフトウェアサービス部門の売上高は、79,448百万円（同4.4％増）と増加いたしました。

  主な事業活動といたしましては、当社の中核ビジネスである自社ソリューション「WebAS Component」および「IT

マネジメントサービス」の拡販と商品力強化に努めました。

  お客様に最適なWebサービスを実現する業務ソリューション「WebAS Component」につきましては、食品卸業、宝飾

業、薬局などの得意分野において全国展開を進めました。また、専門分野に特化したソフトベンダーとのアライアン

スを積極的に進め、物流、不動産、ファッション分野向けなどの業種別ソリューションやオンライン受注などの業務

別ソリューションのラインナップを大幅に拡充いたしました。

  お客様のITライフサイクルを総合的にサポートし、コンサルティング、システム運用、資産管理、ハード・ソフト

保守などのサービスをワンストップで提供する「ITマネジメントサービス」につきましては、導入コンサルティング、

アプリケーションまで含めたヘルプデスク、セキュリティなどの分野でサービス強化とメニュー拡大を行いました。

特にセキュリティ分野では、「情報漏洩対策サービス」や「セキュリティマネジメント」に新メニューを加え、多く

の受注をいただきました。

  アウトソーシングビジネスでは、当社グループ独自サービスの「WebOffice」と建設業向けEDIサービス「WEBCON」

について、ビジネス規模の拡大に努めました。

  ネットワークソリューションビジネスでは、音声とデータの統合ネットワークサービスである「IP Pathfinder」

「FENICS IP」など、最新のIP化を実現するソリューションを数多く提供しました。

  e-Japan関連では、自治体におけるネットワーク構築、図書館システム、電子カルテ・オーダリングシステムなど

に的を絞ったビジネスを展開いたしました。
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〔保守サービス〕

　保守サービス部門（ハードウェア保守）の受注高は、16,599百万円（前年比16.3％減）、売上高は、16,570百万円

（同16.3％減）となりました。

　ハードウェアの価格下落に伴う保守サービス価格の低下により、受注・売上とも前年を下回りました。

　当期は、九州地区・北海道地区の保守拠点の統廃合を行うなど、効率化を進めるとともに、ITインフラのスペシャ

リスト育成を進め、構築、導入、展開、運用、セキュリティ、災害時のリカバリー・ダウン対策まで、一連の新しい

ライフサイクルマネジメントサービスの拡充に努めました。また、全国にサービスビジネスの専門セクションを増設

し、拡販体制を強化いたしました。

〔コンストラクションサービス〕

　コンストラクションサービス部門の受注高は、12,479百万円（前年比15.6％増）、売上高は、10,990百万円（同

3.6％減）となりました。

　企業のオフィス移転に伴う関連工事、インフラ・リニューアル工事、IP電話工事、情報セキュリティ強化に伴う入

退室・監視システム工事などの新しいサービスが伸長いたしました。

　また、通信会社の設備投資は抑制傾向が続いておりましたが、携帯電話の周波数変更に伴う基地局工事が開始され、

多くの受注をいただきました。

［受注の状況］

区分

平成16年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

平成17年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

前年比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
（百万円）

増減率
（％）

情報システム 61,129 36.0 55,755 33.7 △5,373 △8.8

ソフトウェアサービス 78,122 46.0 80,877 48.8 2,755 3.5

情報ネットワークサービス　計 139,251 82.0 136,633 82.5 △2,618 △1.9

保守サービス　計 19,825 11.7 16,599 10.0 △3,225 △16.3

コンストラクションサービス　計 10,795 6.3 12,479 7.5 1,683 15.6

合計 169,872 100.0 165,712 100.0 △4,160 △2.4

［売上の状況］

区分

平成16年度
（自平成16年４月１日
至平成17年３月31日）

平成17年度
（自平成17年４月１日
至平成18年３月31日）

前年比

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

増減
（百万円）

増減率
（％）

情報システム 61,981 36.6 55,477 34.1 △6,504 △10.5

ソフトウェアサービス 76,076 45.0 79,448 48.9 3,371 4.4

情報ネットワークサービス　計 138,058 81.6 134,925 83.0 △3,132 △2.3

保守サービス　計 19,796 11.7 16,570 10.2 △3,226 △16.3

コンストラクションサービス　計 11,403 6.7 10,990 6.8 △413 △3.6

合計 169,259 100.0 162,486 100.0 △6,772 △4.0
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(2）当連結会計年度の利益配分に関する事項

　当社の利益配分につきましては、「経営方針」に基づき、安定的・機動的な配当を基本方針としております。

　平成18年３月期の期末配当につきましては、中間決算発表時に普通配当６円と予想しておりましたが、普通配当

８円とする予定であります。これにより、既に実施いたしました中間配当６円と合わせ年間普通配当は14円となり、

前期に比べ１株当たり２円の増配となります。

(3）当連結会計年度に発生した重要な事実の概要

  前連結会計年度に当社の連結子会社でありました日本テレネット株式会社については、平成17年５月31日付けで

保有株式をすべて売却したため、連結の範囲から除いております。なお、同社株式の売却による売却益は、特別利

益に計上しております。

２．財政状態

①主要な資産・負債及び資本の状況

（資産）

　資産合計は前連結会計年度末と比較して439百万円増加しました。

　主な増加要因は、営業活動によるキャッシュ・フローの増加が寄与して現金及び現金同等物が2,014百万円増加し

たことと、投資有価証券の取得により有価証券・投資有価証券が2,385百万円増加したことによるものです。

　主な減少要因は、売上高の減少により売上債権が1,670百万円減少したことと、効率化によりたな卸資産が1,025

百万円減少したことによるものです。

（負債）

　負債合計は前連結会計年度末と比較して1,260百万円減少しました。

　主な減少要因は、ハードウェアを中心とした仕入高の減少により買掛債務が3,102百万円減少したことと、日本テ

レネット（株）の連結除外により有利子負債が254百万円減少したことによるものです。

　一方、増加要因は、積み増しにより退職給付引当金が474百万円増加、税金等調整前当期純利益の増加により未払

法人税等が450百万円増加したことによるものです。

（資本）

　資本合計は前連結会計年度末と比較して1,712百万円増加しました。

　主な増加要因は、当期純利益1,817百万円を計上したことによるものです。

②キャッシュ・フローの概要

 

（百万円） 

     0 

33,000 

35,000 

34,000 

現金及び 

36,000 

37,000 

38,000 

33,348 

営業C/F 投資C/F 財務C/F 

4,471 △2,138 

△318 
35,362 

キャッシュ・フローの状況（平成17年度） 

現金同等物 
期首残高 

2,014 

現金及び 

期末残高 
現金同等物 

当期増加 

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益の計上等に

より、営業活動によるキャッシュ・フローが増加となりました。一方で、投資有価証券の取得等により投資活動に
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よるキャッシュ・フローが減少し、財務活動によるキャッシュ・フローも減少となりましたが、資金の期末残高は

前連結会計年度末と比較して2,014百万円増加し、当連結会計年度末には35,362百万円（前年比6.0％増）となりま

した。

　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す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は4,471百万円（同30.0％減）となりました。これは減少要因として仕入債務の減少

等があったものの、一方で税金等調整前当期純利益の計上や、売上債権の減少等があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は2,138百万円（前連結会計年度は51百万円の増加）となりました。これは資金運用

において、有価証券・投資有価証券の売却を、投資有価証券の取得による支出が上回ったことが主な要因です。

（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318百万円（前年比6.1％減）となりました。主に配当金の支払によるものです。

［連結キャッシュ・フローの状況］

平成15年度
(自平成15年４月１日
至平成16年３月31日)

平成16年度
(自平成16年４月１日
至平成17年３月31日)

平成17年度
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31日)

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,971 6,387 4,471

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,867 51 △2,138

財務活動によるキャッシュ・フロー △629 △339 △318

現金及び現金同等物の増減額 474 6,099 2,014

現金及び現金同等物の期末残高 27,249 33,348 35,362

［キャッシュ・フローのトレンド］

平成15年度
(自平成15年４月１日
至平成16年３月31日)

平成16年度
(自平成16年４月１日
至平成17年３月31日)

平成17年度
(自平成17年４月１日
至平成18年３月31日)

自己資本比率（％） 49.20 49.40 50.70

時価ベースの自己資本比率（％） 33.90 34.20 47.50

債務償還年数（年） 0.07 0.04 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 458.8 1,335.40 －

※　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、期末株価終値×期末発行済株式総数より算出しております。

３．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。

４. 平成17年度の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、有利子負債及び利払いがないため記載し

ておりません。
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３．事業等のリスク

  当社グループの経営成績、株価および財務状況に影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがあります。

 (1）ソフト開発について

  当社グループは、新技術や知識等を取り入れながら高品質のソフトウェアサービス、ソリューションの提供を心が

け開発にあたっておりますが、新製品や新技術の急速な陳腐化により、技術の優位性を確保できなくなり、当社グ

ループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

  当社グループでは、プロジェクトの進捗管理強化やワークチームの組織化およびプロジェクトマネジメント等の技

術者教育やスキル向上に努めておりますが、システムの複雑化、顧客要求の高度化に加え、価格低下圧力の増大によ

り、収益の低下を招く可能性があります

 (2）主要な仕入先の集中によるリスクについて

　当社グループの主要な仕入先として、当社の親会社である富士通(株)があります。当連結会計年度において、当社

グループの仕入高に占める富士通(株)の割合は、59.4％であります。予測不能の不測の事態等により、富士通(株)か

らの製品・サービスの供給が長期にわたり停止した場合に、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(3）アウトソーシングビジネスについて

  アウトソーシングビジネスは、サーバ設置、アプリケーション開発、システムの構築・維持等にかかる費用が大

幅に削減できるとともに、短期間での導入、万全のセキュリティ環境を確保することができるサービスとして、顧

客に多くのサービスを提供しております。

  しかしながら、顧客の営業情報を当社の資産で管理し、ネットワークを通じて提供しているため、大規模な災害

や停電、回線障害などの不慮の事故が発生し、かつそのトラブルが長期化した場合、サービスの提供不能やデータ

ベース復旧状況により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

　また、システムへの不正侵入、ウィルスによる攻撃等の危険性が存在しております。

  当社グループでは、このような事態に備え、24時間365日のシステム監視体制、不正アクセスを防ぐファイアウォー

ルや暗号化技術（SSL）などの先進のテクノロジーをはじめ、ウィルスチェック、データバックアップ、情報漏洩防

止などの対策を講じております。

(4）個人情報管理について

  アウトソーシングビジネスをはじめ、ＦＪＢエージェント(株)が営む労働者派遣事業など、それぞれ事業毎に営

業情報・個人情報を保有しており、その情報が外部に漏洩した際には、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。

  当社グループは、情報管理に関する社内規程を整備する一方、全従業員（臨時雇用者を含む。）に対し情報管理

に関する教育を徹底しております。また、使用するコンピュータに適切なアクセス権限の設定を行うとともに、外

部接続可能機器を限定し、万全なセキュリティを施して情報漏洩に細心の注意を払っております。
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４．次年度の見通し

  今後も、中堅・中小市場は堅実に伸長する一方、ビジネス上の競争はますます激化するものと予測されます。こ

の競争の中で、いかに成長し利益拡大を図っていくかが、当社グループの課題であります。

  こうした状況に対応し、平成18年２月、平成20年度を最終年度とする３ヵ年の中期経営計画を策定し発表いたし

ました。

  計画の基本方針は、「持続的成長を実現する企業への変革」であり、数値目標として、平成20年度において、売

上高187,000百万円、営業利益5,600百万円、経常利益4,400百万円、純利益2,200百万円とすることを掲げておりま

す。

  平成18年度は、この初年度として、成長基調への転換を図り、３ヵ年計画達成のため、次のような事業戦略を実

行してまいります。

1)ビジネスゾーン別戦略

　対象市場を明確にし、ビジネスゾーン別に戦略を展開いたします。

2)自社ソリューションの徹底強化

「WebAS Component」と「ITマネジメントサービス」の二つの自社ソリューションの強化を進めてまいります。

「WebAS Component」は、業種・業務別ソリューションの新規開発と、外部ベンダーとのアライアンスによりライ

ンナップの充実を図ります。

「ITマネジメントサービス」は、さらなるサービス強化とメニュー拡大に注力いたします。

3)組織力の強化

　　フォーメーションの変革として、組織力の強化を図ります。

　次年度の業績につきましては、売上高は、167,000百万円（当期比2.8％増）、営業利益は、4,000百万円（同

4.4％増）、経常利益は、3,100百万円（同2.9％増）、当期純利益は、1,600百万円（同11.9％減）を予想しており

ます。

［平成18年度連結業績見通し］

中間期 通期

平成17年度 平成18年度 増減率（％） 平成17年度 平成18年度 増減率（％）

売上高（百万円） 72,827 74,500 2.3 162,486 167,000 2.8

営業利益（百万円） 783 800 2.2 3,830 4,000 4.4

経常利益（百万円） 548 400 △27.0 3,012 3,100 2.9

純利益（百万円） 608 200 △67.1 1,817 1,600 △11.9
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４．連結財務諸表等
(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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

増減率
（％）

（資産の部）   

Ⅰ　流動資産   

１．現金及び預金 10,662 9,299   

２．受取手形及び売掛金 44,686 43,016   

３．有価証券 2,093 1,210   

４．たな卸資産 11,938 10,912   

５．繰延税金資産 1,658 1,910   

６．預け金 22,686 26,063   

７．その他 1,471 959   

８．貸倒引当金 △93 △50   

流動資産合計 95,104 80.7 93,322 78.9 △1,781 △1.9

Ⅱ　固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物 1,465 1,362   

(2）機械装置及び運搬
具

0 0   

(3）工具器具及び備品 833 570   

(4）土地 1,083 1,083   

(5）建設仮勘定 35 45   

有形固定資産合計 ※１ 3,419 2.9 3,062 2.6 △356 △10.4

２．無形固定資産   

(1）ソフトウェア 1,621 1,240   

(2）その他  ※２ 164 164   

無形固定資産合計 1,785 1.5 1,405 1.2 △380 △21.3

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券 ※３ 11,076 14,345   

(2）繰延税金資産 4,431 4,417   

 (3）その他 2,378 2,335   

(4）貸倒引当金 △333 △588   

投資その他の資産合計 17,552 14.9 20,510 17.3 2,957 16.9

固定資産合計 22,757 19.3 24,978 21.1 2,220 9.8

資産合計 117,861 100.0 118,300 100.0 439 0.4
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

増減率
（％）

（負債の部）   

Ⅰ　流動負債   

１．支払手形及び買掛金 40,231 37,129   

２．短期借入金 236 －   

３．未払法人税等 1,300 1,750   

４．その他 6,868 8,177   

流動負債合計 48,636 41.3 47,057 39.8 △1,579 △3.2

Ⅱ　固定負債   

１．長期借入金 18 －   

２．退職給付引当金 10,613 11,088   

３．役員退職慰労引当金 211 221   

４．その他 147 －   

固定負債合計 10,991 9.3 11,309 9.5 318 2.9

負債合計 59,627 50.6 58,366 49.3 △1,260 △2.1

  

（少数株主持分）   

少数株主持分 12 0.0 － － － －

   

（資本の部）   

Ⅰ　資本金 ※４ 12,220 10.4 12,220 10.3 － －

Ⅱ　資本剰余金 11,811 10.0 11,811 10.0 － －

Ⅲ　利益剰余金 34,232 29.0 35,701 30.2 1,469 4.3

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

△37 △0.0 206 0.2 243 －

Ⅴ　自己株式 ※５ △4 △0.0 △5 △0.0 △1 △26.9

資本合計 58,221 49.4 59,933 50.7 1,712 2.9

負債、少数株主持分及び
資本合計

117,861 100.0 118,300 100.0 439 0.4
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(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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

増減率
（％）

Ⅰ　売上高 169,259 100.0 162,486 100.0 △6,772 △4.0

Ⅱ　売上原価 143,111 84.6 136,592 84.1 △6,518 △4.6

売上総利益 26,147 15.4 25,893 15.9 △254 △1.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 22,858 13.5 22,063 13.5 △795 △3.5

営業利益 3,289 1.9 3,830 2.4 540 16.4

Ⅳ　営業外収益   

１．受取利息及び配当金 376 856   

２．持分法による投資利益 15 15   

３．雑収入 126 517 0.3 114 985 0.6 467 90.3

Ⅴ　営業外費用   

１．支払利息 4 －   

２．退職給付積立不足償却
額

1,253 1,253   

３．雑支出 285 1,543 0.9 549 1,803 1.1 259 16.8

経常利益 2,263 1.3 3,012 1.9 748 33.1

Ⅵ　特別利益   

１．投資有価証券売却益 56 56 0.0 550 550 0.3 494 882.8

Ⅶ　特別損失   

１．投資有価証券売却損 1 112   

２．投資有価証券評価損 11 6   

３．事業整理損 ※３ 396 －   

４．投資等評価損  34 443 0.2 － 119 0.1 △324 △73.1

税金等調整前当期純利
益

1,876 1.1 3,443 2.1 1,567 83.5

法人税、住民税及び事
業税

1,828 2,030   

法人税等調整額 △768 1,060 0.6 △404 1,626 1.0 565 53.4

少数株主損失（加算） 143 0.1 － － － －

当期純利益 959 0.6 1,817 1.1 857 89.4

  

- 12 -



(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（百万円） 金額（百万円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 11,811 11,811

Ⅱ　資本剰余金期末残高 11,811 11,811

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 33,620 34,232

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 959 959 1,817 1,817

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 317 317

２．取締役賞与金 30 347 30 347

Ⅳ　利益剰余金期末残高 34,232 35,701
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(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（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,876 3,443

減価償却費 1,200 954

退職給付引当金の増減額（減少：△） 1,405 474

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 40 10

貸倒引当金の増減額（減少：△） △134 212

受取利息及び受取配当金 △376 △856

支払利息 4 －

持分法による投資損益（利益：△） △15 △15

投資有価証券評価損 11 6

投資等評価損 34 －

投資有価証券売却益 △56 △550

投資有価証券売却損 1 112

事業整理損 396 －

有形固定資産廃却損 108 56

無形固定資産廃却損 98 156

その他損益（収益：△） 129 184

売上債権の増減額（増加：△） 5,505 1,643

たな卸資産の増減額（増加：△） △1,450 868

その他資産の増減額（増加：△） 403 168

仕入債務の増減額（減少：△） △742 △2,859

未払消費税等の増減額（減少：△） △150 241

その他負債の増減額（減少：△） △151 977

取締役賞与金の支払額 △30 △30

小計 8,110 5,198

利息及び配当金の受取額 363 853

利息の支払額 △4 －

法人税等の支払額 △2,082 △1,580

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,387 4,471
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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（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 1,500 －

有価証券の売却による収入 1,003 2,100

預け金の預入による支出 △69 －

預け金の払戻による収入 85 －

有形固定資産の取得による支出 △455 △250

無形固定資産の取得による支出 △593 △426

投資有価証券の取得による支出 △3,366 △9,077

投資有価証券の売却による収入 1,720 5,717

事業整理による支出 － △244

連結子会社株式の追加取得による支出 － △18

敷金保証金の払込による支出 △88 △25

敷金保証金の返還による収入 306 69

投資その他の資産の取得による支出 △14 △14

投資その他の資産の回収による収入 21 31

その他 3 1

投資活動によるキャッシュ・フロー 51 △2,138

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（減少：△） 20 －

長期借入金の返済による支出 △40 －

配当金の支払額 △317 △317

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △339 △318

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 6,099 2,014

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 27,249 33,348

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 33,348 35,362
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
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 　本連結財務諸表は、すべての子会社４社

を連結したものであります。

　本連結財務諸表は、すべての子会社３社

を連結したものであります。

（連結子会社名）

　エフ・ジェイ・ビー・サプライ㈱

　エフ・ジェイ・ビー・エージェント㈱

　コンテンツ・プランナー㈱

　日本テレネット㈱

（連結子会社名）

　エフ・ジェイ・ビー・サプライ㈱

　ＦＪＢエージェント㈱

　コンテンツ・プランナー㈱

 

　前連結会計年度において連結子会社で

ありましたエフ・ジェイ・ビー・エー

ジェント㈱については、当連結会計年度

においてＦＪＢエージェント㈱に名称を

変更しております。

　また、日本テレネット㈱については、

平成17年５月31日付で保有株式をすべて

売却しました。

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の関連会社数　１社

ウェブテクノロジー㈱

(2）持分法を適用していない関連会社

（ジェイ・アニメ・ドットコム㈱他1

社）は、当期純利益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いても連結

財務諸表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。

(1)持分法適用の関連会社数　１社

同左

(2）持分法を適用していない関連会社

（㈱三光通信他1社）は、当期純利益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に及ぼす影

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。

 　なお、ジェイ・アニメ・ドットコム

㈱については、平成17年８月31日付で保

有株式をすべて売却しました。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度の末日は連結決算

日と一致しております。

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

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの

　連結会計年度末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部資本

直入法によって処理し、売却原価は

移動平均法により算定しておりま

す。）

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

　　　　主として移動平均法に基づく原

　　　価法

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

機器及び材料

　先入先出法による原価法

②　たな卸資産

機器及び材料

同左

仕掛品

　個別法による原価法

仕掛品

同左
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項目
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）

(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

　主として定率法を採用しております。

①　有形固定資産

同左

（主な耐用年数）

建物及び構築物　　　３～50年

機械装置及び運搬具　３～７年

工具器具及び備品　　２～20年

（主な耐用年数）

同左

②　無形固定資産

　市場販売目的のソフトウェアについて

は、主として見込販売数量（有効期間３

年）に基づく方法、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年以内）に基づく定額法を採

用しております。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　当連結会計年度末に有する売掛金、貸

付金その他これらに準ずる債権の貸倒れ

による損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率により、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

おります。

①　貸倒引当金

同左

②　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は、10年による均

等額を費用処理しております。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間による定額法により

費用処理しております。

　数理計算上の差異は、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

期間に基づく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。

②　退職給付引当金

同左

③　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、

内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

③　役員退職慰労引当金

同左
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項目
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）

(4）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。

同左

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

①　消費税等の会計処理

同左

―――――― ②　ソフトウェア開発契約の収益認識基準

　ソフトウェアの開発契約のうち一定金

額以上のものについては、進行基準によ

り収益を認識しております。

 

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、ソフトウェアの

開発契約のうち一定金額以上のものにつ

いては、収益認識基準を顧客検収基準か

ら進行基準に変更しております。

　近年、急激な技術革新や、顧客要件の

高度化・複雑化により難易度が高まるソ

フトウェア開発について、プロジェクト

のリスク管理の必要性が高まっています。

これに対応して、当社グループでは、リ

スク管理体制として当連結会計年度より

ソフトウェア開発の進捗度を適時に把握

する体制を整えました。

　このようなプロジェクトの収益・費用

を進捗度に応じて連結財務諸表に反映し、

開発中の期間損益をより適正に表示する

ため、当該会計方針の変更を行いました。

　この結果、従来の方法によった場合に

比べて当連結会計年度の売上高は547百

万円、売上原価は477百万円増加し、営

業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は69百万円それぞれ増加しており

ます。

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

―――――― 　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

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、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同左
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項目
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）

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、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カ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっ

ております。

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

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））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。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）

（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）

――――――

　実務対応報告第12号「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」（企

業会計基準委員会（平成16年２月13日））が公表されたこ

とに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に基づき、

法人事業税の付加価値割及び資本割184百万円を販売費及び

一般管理費として処理しております。
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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　有形固定資産の減価償却累計額 6,039百万円 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 5,393百万円

※２　　　　　　　　―――――  ※２　連結調整勘定の額 4百万円 

※３　関連会社に対するもの ※３　関連会社に対するもの

　　　　投資有価証券（株式） 105百万円 　　　　投資有価証券（株式）  141 百万円

※４　当社の発行済株式総数 ※４　当社の発行済株式総数

　　　　普通株式 26,493,555株 　　　　普通株式   26,493,555株

※５　当社が保有する自己株式の数 ※５　当社が保有する自己株式の数

　　　　普通株式 3,592株 　　　　普通株式     4,216株

（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　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

従業員給料手当 7,521百万円

従業員賞与 2,532

ソフトウェア費 3,218

退職給付費用 1,124

貸倒引当金繰入額 36

役員退職慰労引当金繰入額 76

従業員給料手当 7,740百万円

従業員賞与 2,990

ソフトウェア費 2,909

退職給付費用 289

貸倒引当金繰入額 153

役員退職慰労引当金繰入額 63

※２　研究開発費の総額 ※２　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費 357百万円 一般管理費に含まれる研究開発費   352百万円

※３　事業整理損 ※３　　　　　　　　――――――

リース解約損   117百万円

棚卸資産評価損 110

固定資産廃却損 108

固定資産評価損 52

その他 7

計 396

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

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

（平成17年３月31日） （平成18年３月31日）

現金及び預金勘定 10,662百万円

有価証券勘定 2,093

預け金勘定 22,686

償還期間が３ヶ月を超える債券 △2,093

現金及び現金同等物 33,348

現金及び預金勘定 9,299百万円

有価証券勘定 1,210

預け金勘定 26,063

償還期間が３ヶ月を超える債券 △1,210

現金及び現金同等物 35,362
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①　リース取引関係

　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。

②　有価証券関係

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

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）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

時価が連結貸借対照

表計上額を超えるも

の

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 1,407 1,430 22 605 611 6

(3）その他 － － － － － －

小計 1,407 1,430 22 605 611 6

時価が連結貸借対照

表計上額を超えない

もの

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 － － － 288 272 △15

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － 288 272 △15

合計 1,407 1,430 22 893 884 △8

２．その他有価証券で時価のあるもの

種類

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）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

取得原価
（百万円）

連結貸借対照
表計上額
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 191 234 42 190 388 197

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 1,549 1,598 49 2,403 2,642 238

小計 1,740 1,832 92 2,594 3,030 436

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 12 11 △1 8 7 △1

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 6,270 6,120 △149 8,945 8,782 △162

小計 6,282 6,131 △151 8,954 8,789 △164

合計 8,023 7,964 △59 11,548 11,820 272

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

1,519 56 11 1,560 480 112
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４．時価評価されていない主な有価証券の内容

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）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）満期保有目的の債券

非上場債券 3,113 2,018

(2）その他有価証券

非上場株式 525 487

投資事業組合への出資金 53 195

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

種類

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年以内
（百万円）

１年超５年
以内
（百万円）

５年超10年
以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超５年
以内
（百万円）

５年超10年
以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．債券

(1）国債・地方債等 － － － － － － － －

(2）社債 799 717 － － 300 900 － －

(3）その他 1,293 1,707 1 － 910 802 0 －

２．その他 － － － － － － － －

合計 2,093 2,425 1 － 1,210 1,702 0 －

　（注）　前連結会計年度において、有価証券（非上場株式）について11百万円減損処理を行っております。

　　　　　当連結会計年度において、有価証券（非上場株式）について6百万円減損処理を行っております。

 

③　デリバティブ取引関係

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので

該当事項はありません。
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④　退職給付関係

前連結会計年度 当連結会計年度

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生

年金基金制度（東京都電設工業厚生年金基金）、適格退職年金制

度及び退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等

に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務

の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

　なお、厚生年金基金については、複数事業主による総合設立型

の制度であり、当社グループの拠出に対する年金資産の額を合理

的に配分できないため、退職給付債務及び年金資産に含めており

ません。厚生年金基金の年金資産を給与総額割合で算出した当社

グループの年金資産は、当連結会計年度末で20,740百万円であり

ます。

　また、当社及び一部の連結子会社は、平成17年４月１日付で退

職金制度の改訂を行い、適格退職年金制度から確定給付企業年金

制度へ移行し、キャッシュバランスプランを導入しております。

なお、この制度変更に伴い退職給付債務が4,499百万円減少し、過

去勤務債務（債務の減額）が同額発生しております。

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生

年金基金制度（東京都電設工業厚生年金基金）、企業年金制度

（キャッシュバランスプラン）及び退職一時金制度を設けており

ます。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した

数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払

う場合があります。

　なお、厚生年金基金については、複数事業主による総合設立型

の制度であり、当社グループの拠出に対する年金資産の額を合理

的に配分できないため、退職給付債務及び年金資産に含めており

ません。厚生年金基金の年金資産を給与総額割合で算出した当社

グループの年金資産は、当連結会計年度末で25,721百万円であり

ます。

  

２．退職給付債務に関する事項（平成17年３月31日） ２．退職給付債務に関する事項（平成18年３月31日）

（単位：百万円）

①退職給付債務 19,681

②年金資産 △8,036

③未積立退職給付債務（①＋②） 11,644

④会計基準変更時差異の未処理額 △6,269

⑤未認識数理計算上の差異 406

⑥未認識過去勤務債務（債務の減額） 4,831

⑦退職給付引当金(③＋④＋⑤＋⑥） 10,613

（単位：百万円）

①退職給付債務 20,715

②年金資産 △10,709

③未積立退職給付債務（①＋②） 10,005

④会計基準変更時差異の未処理額 △5,015

⑤未認識数理計算上の差異 1,609

⑥未認識過去勤務債務（債務の減額） 4,488

⑦退職給付引当金(③＋④＋⑤＋⑥） 11,088

（注）　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり

簡便法を採用しております。

（注）　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり

簡便法を採用しております。

  

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）

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）

（単位：百万円）

①勤務費用(注２,３,４) 1,919

②利息費用 598

③期待運用収益 △308

④会計基準変更時差異の費用処理額 1,253

⑤数理計算上の差異の費用処理額 48

⑥過去勤務債務の費用処理額 △22

⑦退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 3,489

（単位：百万円）

①勤務費用(注２,３) 1,760

②利息費用 489

③期待運用収益 △361

④会計基準変更時差異の費用処理額 1,253

⑤数理計算上の差異の費用処理額 △26

⑥過去勤務債務の費用処理額 △343

⑦退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥) 2,771

（注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金214百万円を

計上しております。

２．厚生年金基金に対する事業主拠出額を含めており

ます。

３．適格退職年金に対する従業員拠出額を控除してお

ります。

４．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、「①勤務費用」に計上しております。

（注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金77百万円を

計上しております。

２．厚生年金基金に対する事業主拠出額を含めており

ます。

３．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用

は、「①勤務費用」に計上しております。

  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.5％

③期待運用収益率 4.5％

④数理計算上の差異の処理年数

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

⑤過去勤務債務の処理年数

発生時の従業員の平均残存勤務期間

⑥会計基準変更時差異の処理年数 10年

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.5％

③期待運用収益率 4.5％

④数理計算上の差異の処理年数

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

⑤過去勤務債務の処理年数

発生時の従業員の平均残存勤務期間

⑥会計基準変更時差異の処理年数 10年

- 23 -



⑤　税効果会計関係

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産

賞与引当金 1,072百万円

貸倒引当金 96

退職給付引当金 4,148

役員退職慰労引当金 85

投資有価証券 84

連結子会社の繰越欠損金に対する

税効果
227

その他 668

繰延税金資産小計 6,384

評価性引当額 △132

繰延税金資産合計 6,251

繰延税金負債

特別償却準備金 △52百万円

プログラム等準備金 △37

固定資産圧縮積立金 △69

その他 △2

繰延税金負債合計 △162

繰延税金資産の純額 6,089

繰延税金資産

賞与引当金 1,356百万円

未払事業税 156  

貸倒引当金 190

退職給付引当金 4,488

役員退職慰労引当金 90

投資有価証券 15

その他 439

繰延税金資産小計 6,737

評価性引当額 △144

繰延税金資産合計 6,593

繰延税金負債

特別償却準備金 △30百万円

プログラム等準備金 △26

固定資産圧縮積立金 △66

その他有価証券評価差額金 △140

その他 △0

繰延税金負債合計 △265

繰延税金資産の純額 6,328

  

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.50 ％

（調整）

欠損金子会社の未認識税務利益 5.13

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
7.28

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△0.29

住民税均等割等 4.88

その他 △0.99

税効果会計適用後の法人税等の負担率 56.51

法定実効税率 40.50 ％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
3.71

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目
△0.14

住民税均等割等 2.51

税額控除 △1.58

評価性引当金 4.19

その他 △1.97

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.22
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループは、情報通信分野におけるシステムインテグレーショ

ン及びサービスの提供を行う単一の事業活動を営んでいるため、該当事項はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支

店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を

省略しております。
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⑦　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

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
富士通株

式会社

川崎市

中原区
324,625

通信システム、

情報システ

ムおよび電

子デバイス

の製造・販

売ならびに

これらに関

するサービ

スの提供

(被所有）

直接52.6%

間接 0.1%

兼任

１人

転籍

９人

当社取扱

商品の仕

入先、保

守の請負

等

保守の請負等 15,758 売掛金 3,641

機器等の仕入 65,505 買掛金 22,111

　（注）１．機器等の仕入については、パートナー契約に基づき、他のパートナーと同一条件で取引しております。

２．保守の請負等については、一般的取引条件と同一条件で取引しております。

３．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2）兄弟会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の

子会社

富士通サ

ポートア

ンドサー

ビス株式

会社

東京都

港区
9,401

情報システ

ムの企画・

設計、導

入・構築、

運用・保守

までの総合

的なサービ

ス

なし なし
保守の請

負等
保守の請負等 8,486 売掛金 2,836

　（注）１．保守の請負等については、一般的取引条件と同一条件で取引しております。

２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の

子会社

富士通

キャピタ

ル株式会

社

東京都

港区
100

富士通国内

グループ会

社に対する

金銭の貸付

及びこれに

付帯関連す

る一切の業

務

なし
兼任

１人

資金の運

用委託他

資金の運用委

託
156,452 預け金 22,686

売上債権の売

却
29,041

流動資

産・その

他(未収

入金)

676

　（注）　資金運用委託他については、市中金利等を勘案して決定しております。
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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

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
富士通株

式会社

川崎市

中原区
324,625

通信システム、

情報システ

ムおよび電

子デバイス

の製造・販

売ならびに

これらに関

するサービ

スの提供

(被所有）

直接52.6%

間接 0.1%

兼任

１人

転籍

７人

当社取扱

商品の仕

入先、

サービス

ビジネス

の請負等

サービスビジ

ネスの請負等
8,285 売掛金 3,796

機器等の仕入 64,752 買掛金 20,648

　（注）１．機器等の仕入については、パートナー契約に基づき、他のパートナーと同一条件で取引しております。

２．サービスビジネスの請負等については、一般的取引条件と同一条件で取引しております。

３．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(2）兄弟会社等

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の

子会社

富士通サ

ポートア

ンドサー

ビス株式

会社

東京都

港区
9,401

情報システ

ムの企画・

設計、導

入・構築、

運用・保守

までの総合

的なサービ

ス

なし なし
保守の請

負等
保守の請負等 12,719 売掛金 2,428

　（注）１．保守の請負等については、一般的取引条件と同一条件で取引しております。

２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

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
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社の

子会社

富士通

キャピタ

ル株式会

社

東京都

港区
100

富士通国内

グループ会

社に対する

金銭の貸付

及びこれに

付帯関連す

る一切の業

務

なし
兼任

１人

資金の運

用委託他

資金の運用委

託
181,260 預け金 26,063

売上債権の売

却
1,937

流動資

産・その

他(未収

入金)

586

　（注）　資金運用委託他については、市中金利等を勘案して決定しております。

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。
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５．受注及び売上の状況
１．サービス別受注高 （単位：百万円）

区分

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）

前年比

構成比
（％）

構成比
（％）

増減率
（％）

情報システム 61,129 36.0 55,755 33.7 △5,373 △8.8

ソフトウェアサービス 78,122 46.0 80,877 48.8 2,755 3.5

情報ネットワークサービス　計 139,251 82.0 136,633 82.5 △2,618 △1.9

保守サービス　計 19,825 11.7 16,599 10.0 △3,225 △16.3

コンストラクションサービス　計 10,795 6.3 12,479 7.5 1,683 15.6

合計 169,872 100.0 165,712 100.0 △4,160 △2.4

２．サービス別売上高 （単位：百万円）

区分

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）

前年比

構成比
（％）

構成比
（％）

増減率
（％）

情報システム 61,981 36.6 55,477 34.1 △6,504 △10.5

ソフトウェアサービス 76,076 45.0 79,448 48.9 3,371 4.4

情報ネットワークサービス　計 138,058 81.6 134,925 83.0 △3,132 △2.3

保守サービス　計 19,796 11.7 16,570 10.2 △3,226 △16.3

コンストラクションサービス　計 11,403 6.7 10,990 6.8 △413 △3.6

合計 169,259 100.0 162,486 100.0 △6,772 △4.0
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