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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 

 売上高 営業利益 経常利益 
 

18 年３月期 
17 年３月期 

百万円    ％

133,142      1.0 
131,888    △3.1 

百万円    ％

9,484    △1.2 
9,603    25.5 

百万円    ％

9,794         0.6 
9,736        25.0 

 

 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 

 
18 年３月期 
17 年３月期 

   百万円   ％ 
6,731     17.7 
5,721    27.3 

円 銭  

127.01 
107.54 

   円 銭 

－ 

－    

％ 

13.2 
12.4 

％

10.4 
11.1 

％

7.4 
7.4 

(注)①期中平均株式数(個別)   18 年３月期 52,998,427 株   17 年３月期 52,998,649 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 

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 
17 年３月期 

25.00 
17.50 

12.50
  8.75

12.50 
 8.75 

1,324 
  927 

19.7 
16.3 

2.5 
1.9 

 
 
 
(3)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

 
18 年３月期 
17 年３月期 

百万円

96,051 
91,466 

百万円

53,730 
48,607 

％ 

55.9    
53.1    

円  銭

1,013.81 
916.74    

(注)①期末発行済株式数(個別)   18 年３月期 52,998,370 株   17 年３月期 52,998,477 株  
②期末自己株式数(個別)    18 年３月期 750 株         17 年３月期 643 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 
通   期 

58,500 
136,000 

3,800 
10,200 

2,200 
6,000 

17.50 
― 

― 
17.50 

― 
35.00 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）   113 円 21 銭 
 
 

 
※上記記載金額は、百万円単位を切捨てして表示しています。業績予想など将来についての予想は、予期しない経

済状況の変化等により変動する場合があり、当社グループとして保証するものではありませんことをご了承くださ

い。尚、上記予想に関する事項は、添付資料の 11 ページをご参照下さい。 



6.個別財務諸表等
（1）財務諸表

①貸借対照表

前期末

増減

注記 構成比 構成比 金額

番号 (％) (％) (百万円)

10,374 11,595 1,221

10,925 18,250 7,325

99 122 22

※１ 33,503 30,297 △ 3,206

405 289 △ 115

6,741 6,961 219

8 2 △ 5

52 230 177

1,975 2,087 112

598 661 62

72 50 △ 21

△ 17 △ 15 1

64,739 70.8 70,533 73.4 5,793

※２

(1) 建物 713 1,045 331

(2) 構築物 559 455 △ 104

(3) 機械及び装置 1 1 0

(4) 車両及び運搬具 0 0 0

(5) 工具器具及び備品 2,030 1,905 △ 124

(6) 土地 ※３ 881 881 －

(7) 建設仮勘定 74 282 207

4,262 4.7 4,572 4.8 309

(1) 特許権 70 43 △ 26

(2) ソフトウェア 520 394 △ 125

(3) 電気施設利用権 41 35 △ 6

(4) その他 14 11 △ 2

646 0.7 484 0.5 △ 161

(1) 投資有価証券 2,833 2,768 △ 65

(2) 関係会社株式 2,543 1,264 △ 1,278

(3) 関係会社出資金 83 83 －

(4) 関係会社長期貸付金 12,000 12,000 －

(5) 長期前払費用 17 34 17

(6) 繰延税金資産 2,192 2,475 282

(7) 再評価に係る繰延税金資産 ※３ 519 － △ 519

(8) 差入保証金 1,504 1,709 204

(9) その他 144 147 2

(10) 貸倒引当金 △ 21 △ 21 －

21,817 23.8 20,461 21.3 △ 1,356

26,726 29.2 25,518 26.6 △ 1,208

91,466 100.0 96,051 100.0 4,585

(平成17年３月31日)

区分

(資産の部)

当事業年度

(平成18年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

前事業年度

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金

２　預け金

３　受取手形

４　売掛金

５　材料

６　仕掛品

７　貯蔵品

８　前払費用

９　繰延税金資産

10　未収入金

11　その他

12　貸倒引当金

流動資産合計

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

投資その他の資産合計

固定資産合計

資産合計

有形固定資産合計

２　無形固定資産

無形固定資産合計

３　投資その他の資産
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前期末

増減

注記 構成比 構成比 金額

番号 (％) (％) (百万円)

※１ 17,954 16,236 △ 1,718

184 272 88

2,336 2,202 △ 134

3,241 2,903 △ 337

1,059 1,039 △ 20

※１ 4,224 3,193 △ 1,031

※１ 4,264 5,954 1,690
3,602 3,438 △ 163

－ 22 22
－ 337 337
－ 67 67

36,869 40.3 35,667 37.1 △ 1,201

5,775 6,483 707

145 101 △ 44

※４ 68 68 －

5,990 6.6 6,653 7.0 662

42,859 46.9 42,321 44.1 △ 538

※５ 12,952 14.1 12,952 13.4 －

9,950 10.9 9,950 10.4 －

163 163 －

　プログラム等準備金 1,000 821 △ 178

24,607 30,369 5,762

25,770 28.2 31,354 32.6 5,583

※３ △ 757 △ 0.8 △ 1,276 △ 1.3 △ 519

※７ 692 0.7 751 0.8 59

※６ △ 2 △ 0.0 △ 2 △ 0.0 △0

48,607 53.1 53,730 55.9 5,123

91,466 100.0 96,051 100.0 4,585

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

当事業年度

(平成18年３月31日)

金額(百万円) 金額(百万円)

前事業年度

(平成17年３月31日)

区分

流動負債合計
11　その他

１　買掛金

２　未払金

３　未払費用

４　未払法人税等

５　未払消費税等

６　前受金

７　預り金
８　賞与引当金

Ⅱ　固定負債

９　役員賞与引当金
10　プログラム補修引当金

負債合計

固定負債合計

１　退職給付引当金

２　役員退職慰労引当金

３　債務保証損失引当金

(資本の部)

Ⅰ　資本金

Ⅱ　資本剰余金

Ⅲ　利益剰余金

１　資本準備金

負債資本合計

Ⅵ　自己株式

３　当期未処分利益

１　利益準備金

２　任意積立金

利益剰余金合計

Ⅳ　土地再評価差額金

Ⅴ　その他有価証券評価差額金

資本合計
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② 損益計算書

注記 百分比 百分比

番号 (％) (％)

※３ 131,888 100.0 133,142 100.0 1,254

※３ 107,183 81.3 108,260 81.3 1,076

24,704 18.7 24,882 18.7 178

※1,2 15,101 11.4 15,398 11.6 297

9,603 7.3 9,484 7.1 △ 119

１　受取利息 ※３ 70 133
２　受取配当金 ※３ 220 241

３　その他 6 296 0.2 8 383 0.3 86

１　為替差損 4 8

２　固定資産除却損 74 49
３　たな卸資産廃棄損 82 15
４　その他 0 163 0.1 0 73 0.1 △ 90

9,736 7.4 9,794 7.3 57

１　貸倒引当金戻入益 3 1
２　特許権売却益 － 139
３　投資有価証券売却益 184 －
４　特別配当金 ※３ － 187 0.1 1,260 1,402 1.1 1,214

１　投資有価証券評価損 17 115
２　関係会社株式売却損 － 364
３　ゴルフ会員権評価損 21 －

４　ゴルフ会員権売却損 － 3

５　事務所移転費用 63 －

６　電話加入権評価損 68 171 0.1 － 484 0.4 312

9,752 7.4 10,712 8.0 959

4,660 4,416

△ 628 4,031 3.1 △ 435 3,980 3.0 △ 50

5,721 4.3 6,731 5.0 1,010

19,349 24,300 4,950

463 662 198

24,607 30,369 5,762

売上総利益

区分

当事業年度

(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)

前事業年度

(自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日)

Ⅲ　販売費及び一般管理費

法人税、住民税及び事業税

営業利益

Ⅳ　営業外収益

Ⅴ　営業外費用

経常利益

Ⅰ　売上高

Ⅱ　売上原価

前年同期
増減

金額
(百万円)

当期未処分利益

法人税等調整額

当期純利益

前期繰越利益

中間配当額

Ⅵ　特別利益

Ⅶ　特別損失

税引前当期純利益
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－45－

売上原価明細書 

 

  
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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

金額(百万円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 材料費  38,394 34.7 33,072 29.5

Ⅱ 外注費  43,189 39.1 51,022 45.5

Ⅲ 労務費 ※１ 15,071 13.6 14,870 13.3

Ⅳ 経費 ※２ 13,921 12.6 13,193 11.7

当期総製造費用  110,576 100.0 112,159 100.0

期首仕掛品たな卸高  5,994 6,741 

期首貯蔵品たな卸高  43 8 

    合計  116,614 118,909 

期末仕掛品たな卸高  6,741 6,961 

期末貯蔵品たな卸高  8 2 

他勘定振替高 ※３ 2,680 3,685 

売上原価  107,183 108,260 

   

 

(脚注) 

 

前事業年度 当事業年度 

※１ 労務費には以下のものが含まれております。 

賞与引当金繰入額 2,634百万円

退職給付費用 654百万円
  

※１ 労務費には以下のものが含まれております。 

賞与引当金繰入額 2,552百万円

退職給付費用 636百万円
 

※２ 経費の主な内訳は以下の通りであります。 

賃借料 4,376百万円

修繕費 1,809百万円
  

※２ 経費の主な内訳は以下の通りであります。 

賃借料 4,198百万円

修繕費 622百万円

プログラム補修引当金繰入額 337百万円

 
 

※３ 他勘定振替高は販売費及び一般管理費、固定資産

等への振替額であり、主な内訳は以下の通りであり

ます。 

営業支援費 2,477百万円
  

※３ 他勘定振替高は販売費及び一般管理費、固定資産

等への振替額であり、主な内訳は以下の通りであり

ます。 

営業支援費 2,678百万円
 

原価計算の方法 

 プロジェクト別個別原価計算を行っております。な

お、労務費及び一部の材料費・経費につきましては、予

定原価を適用し原価差額については、期末において調整

計算を行っております。 

原価計算の方法 

          同  左 

 



 －46－

③ 利益処分案 

 

  
前事業年度 

(平成17年３月期) 
当事業年度 

(平成18年３月期) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益  24,607  30,369

Ⅱ 任意積立金取崩額   

１ プログラム等準備金  178  221

合 計  24,785  30,590

Ⅲ 利益処分額   

１ 配当金  463 662 

２ 取締役賞与金  21 485 － 662

Ⅳ 次期繰越利益  24,300  29,928

   

 

 



 －47－

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 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によって

おります。 

 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

       同 左 

 (2) その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算日の市場価格に基づく時価

法によっております。(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。) 

  時価のないもの 

   移動平均法による原価法によっ

ております。 

 

(2) その他有価証券 

  時価のあるもの 

       同 左 

 

 

 

 

  時価のないもの 

       同 左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 仕掛品 

  個別法に基づく原価法によってお

ります。 

 

(1) 仕掛品 

       同 左 

 (2) その他 

  総平均法に基づく原価法によって

おります。 

 

(2) その他 

       同 左 

３ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法によっております。但し、

平成10年４月１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除く）について

は定額法によっております。なお、

貸与資産については貸与期間による

定額法（残存価額なし）によってお

ります。 

 

(1) 有形固定資産 

       同 左 

 

 

 (2) 無形固定資産 

  定額法によっております。また、

自社利用ソフトウェアについては、

見込利用可能期間（概ね５年）に基

づく定額法によっております。 

 

(2) 無形固定資産 

        同 左 

 



 －48－

 

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) 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  売上債権等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) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるた

め、次回賞与支給見込額のうち当事

業年度に帰属する金額を計上してお

ります。 

 

(2) 賞与引当金 

       同 左 

 

 

 

 

 

 (3)  

   

 

 

(3) 役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備えるため、

当事業年度に負担すべき支給見込額

を計上しております。 

 

（追加情報） 

役員賞与は、従来、利益処分によ

り利益剰余金の減少として処理して

おりましたが、「役員賞与の会計処

理に関する当面の取り扱い」（企業

会計基準委員会 実務対応報告第13

号）に基づき、当事業年度より発生

時に費用として処理しております。 

この結果、前事業年度と比較して、

販売費及び一般管理費が22百万円増

加し、営業利益、経常利益および税

引前当期純利益が同額減少しており

ます。 

 

 



 －49－

 

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) 

  

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)プログラム補修引当金 

プログラムの無償補修費用の支出

に備えるため、過去の実績率により

将来発生見込額を計上しておりま

す。 

 

（追加情報） 

プログラム補修費用は、従来、

実際発生額を支出した事業年度に

費用処理しておりましたが、「ソ

フトウェア取引の収益の会計処理

に関する実務上の取扱い」（企業

会計基準委員会 実務対応報告第

17号）が公表されたことに伴い、

当事業年度より将来発生見込額を

売上計上時の費用として処理して

おります。 

この結果、前期と比較して、売上

原価が337百万円増加し、売上総利

益、営業利益、経常利益および税引

前当期純利益が同額減少しておりま

す。 

 

   

 (5) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務

の見込額に基づき、当事業年度末に

発生していると認められる額を計上

しております。 

  また、数理計算上の差異は、発生

年度に費用処理しております。 

 

(5) 退職給付引当金 

       同 左 

 (6) 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

計上しております。 

 

(6) 役員退職慰労引当金 

       同 左 

 (7) 債務保証損失引当金 

  将来における債務保証の履行によ

り今後発生する損失に備えて、その

見込額を計上しております。 

 

 

 

 

 

(7) 債務保証損失引当金 

       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) 

５ 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。 

 

(5) 退職給付引当金 

       同 左 

６ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 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。 

 

(6) 役員退職慰労引当金 

       同 左 
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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の変更 

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) 

 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）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。 
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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) 

当事業年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 区分掲記したもののほか、関係会社に対する主な

資産・負債は次の通りであります。 

  

売掛金 1,591百万円

買掛金 3,074百万円

前受金 2,524百万円

預り金 4,122百万円

※１ 区分掲記したもののほか、関係会社に対する主な

資産・負債は次の通りであります。 
 

売掛金 1,672百万円

買掛金 3,364百万円

前受金 1,904百万円

預り金 5,800百万円

※２ 有形固定資産減価償却累計額 5,117百万円 

 

※２ 有形固定資産減価償却累計額 5,821百万円 

※３ 土地の再評価 

 「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)に基づき事業用土地の再評価

を行い、評価差額のうち当該評価差額に係る税金相

当額を「再評価に係る繰延税金資産」として資産の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差

額金」として資本の部に計上しております。 

 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３項に

定める、地方税法(昭和25年法律第226号)第341

条第十号の土地課税台帳又は同条第十一号の土

地補充課税台帳に登録されている価格に基づく

方法によっております。 

 再評価を行った年月日   平成12年３月31日 

 再評価を行った土地の当事業年度末における時価

と再評価後の帳簿価格との差額 

 △139百万円

    

※３ 土地の再評価 

 「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)に基づき事業用土地の再評価

を行い、評価差額のうち当該評価差額に係る税金相

当額を「再評価に係る繰延税金資産」として資産の

部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差

額金」として資本の部に計上しております。 

 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３項に

定める、地方税法(昭和25年法律第226号)第341

条第十号の土地課税台帳又は同条第十一号の土

地補充課税台帳に登録されている価格に基づく

方法によっております。 

 再評価を行った年月日   平成12年３月31日 

 再評価を行った土地の当事業年度末における時価

と再評価後の帳簿価格との差額 

 △160百万円

    

 

※４ 偶発債務 

   関係会社の金融機関からの借入金に対し、保証予

約を行っております。 

   ㈱北海道高度情報技術センター  29百万円 

 

※４ 偶発債務 

   関係会社の金融機関からの借入金に対し、保証予

約を行っております。 

   ㈱北海道高度情報技術センター   2百万円 

 

※５ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 

会社が発行する株式の総数 

普通株式  192,000,000株

発行済株式の総数 

普通株式  52,999,120株
 

※５ 会社が発行する株式及び発行済株式の総数 

会社が発行する株式の総数 

普通株式  192,000,000株

発行済株式の総数 

普通株式  52,999,120株
 

 

※６ 自己株式の保有数 

       普通株式  643株
 

 

※６ 自己株式の保有数 

普通株式  750株

 
 

※７ 配当制限 

   「その他有価証券評価差額金」に計上された692

百万円は商法施行規則第124条第３号により配当を

制限されております。 

※７ 配当制限 

   「その他有価証券評価差額金」に計上された751

百万円は商法施行規則第124条第３号により配当を

制限されております。 
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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 

   販売費に属する費用のおおよその割合   62％

   一般管理費に属する費用のおおよその割合 38％

  

給料諸手当 4,587百万円

賞与引当金繰入額 968百万円

退職給付費用 285百万円

役員退職慰労引当金繰入額 34百万円

減価償却費 123百万円

営業支援費 2,477百万円

業務委託費 1,644百万円

研究開発費 1,105百万円

 

  

※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   59％

   一般管理費に属する費用のおおよその割合 41％

  

給料諸手当 4,504百万円

賞与引当金繰入額 886百万円

役員賞与引当金繰入額 22百万円

退職給付費用 316百万円

役員退職慰労引当金繰入額 32百万円

減価償却費 144百万円

営業支援費 2,678百万円

業務委託費 1,842百万円

研究開発費 1,210百万円

 
 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

                   1,105百万円 

  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

 1,210百万円 

  

※３ 関係会社に対するものは次の通りであります。 

1)売上高 20,691百万円

2)営業費用 

１ 材料費 1,134百万円

２ 外注費 20,976百万円

３ その他経費 2,953百万円

  3)営業外収益 

１ 受取利息 54百万円

２ 受取配当金 212百万円
 

※３ 関係会社に対するものは次の通りであります。 

1)売上高 21,197百万円

2)営業費用 

１ 材料費 1,754百万円

２ 外注費 24,935百万円

３ その他経費 4,231百万円

  3)営業外収益 

１ 受取利息 108百万円

２ 受取配当金 230百万円

4)特別利益 
  特別配当金 1,260百万円
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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) 

(借主側) 

１ 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 

(借主側) 

１ 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 
(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 

87 71 15

工具器具 
備品 

2,731 2,115  616

ソフトウ
ェア 

722 521  201

合計 3,542 2,709 832
 

 
取得価額
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 

16 12 4

工具器具
備品 

1,497 1,109  387

ソフトウ
ェア 

307 220  87

合計 1,821 1,341 479
 

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 377百万円

１年超 500百万円

合計 877百万円
 

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 191百万円

１年超 303百万円

合計 495百万円
 

 

(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 723百万円

減価償却費相当額 670百万円

支払利息相当額 29百万円
 

 

(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 327百万円

減価償却費相当額 303百万円

支払利息相当額 14百万円
 

  

(4) 減価償却費相当額の算定方式 

    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) 減価償却費相当額の算定方式 

          同  左 

 

 (5) 利息相当額の算定方式 

    リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差異を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。 

 

 (5) 利息相当額の算定方式 

          同  左 

 

２ オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年内 2百万円

１年超 2百万円

合計 4百万円
 

２ オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年内 1百万円

１年超 0百万円

合計 2百万円
 

 

(有価証券関係) 

 

前事業年度(平成17年３月31日) 及び当事業年度(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。 
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(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(平成17年３月31日) 

当事業年度 
(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

の内訳 

  (繰延税金資産) 

 退職給付引当金繰入限度超過額 2,292百万円

 賞与引当金繰入限度超過額 1,307百万円

 ソフトウェア費用超過額 636百万円

 未払事業税 272百万円

 その他 698百万円

繰延税金資産小計 5,205百万円

  (繰延税金負債) 

 プログラム等準備金積立額 △563百万円

 その他有価証券評価差額金 △475百万円

繰延税金負債小計 △1,038百万円

繰延税金資産(負債)の純額 4,167百万円

(注) 平成17年3月31日現在の繰延税金資産(負債)の純

額は、貸借対照表の以下の項目に含まれておりま

す。 

流動資産－繰延税金資産 1,975百万円

固定資産－繰延税金資産 2,192百万円

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  (繰延税金資産) 

 退職給付引当金繰入限度超過額 2,638百万円

 賞与引当金繰入限度超過額 1,245百万円

 ソフトウェア費用超過額 603百万円

 未払事業税 266百万円

 その他 906百万円

繰延税金資産小計 5,660百万円

 評価性引当額 △170百万円

繰延税金資産合計 5,490百万円

  (繰延税金負債) 

 プログラム等準備金積立額 △412百万円

 その他有価証券評価差額金 △515百万円

繰延税金負債合計 △927百万円

繰延税金資産(負債)の純額 4,562百万円

(注) 平成18年3月31日現在の繰延税金資産(負債)の純

額は、貸借対照表の以下の項目に含まれておりま

す。 

流動資産－繰延税金資産 2,087百万円

固定資産－繰延税金資産 2,475百万円

  

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 

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下で

あるため注記を省略しております。 

 

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              40.6% 

  (調整) 

  交際費等永久に損金に算入されない項目  1.9% 

  受取配当金等永久に益金に算入されない項目 

                     △5.7% 

  法人税額特別控除による修正      △2.3% 

    評価性引当額               1.5% 

    住民税均等割等                0.3% 

  その他                    0.8% 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率   37.1% 
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(１株当たり情報) 

 

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株当たり純資産額 916円74銭 1,013円81銭

１株当たり当期純利益 107円54銭 127円01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、新株予約権

付社債等潜在株式がないため記載し

ておりません。 

また、平成16年度８月19日をもっ

て、普通株式１株を２株に分割して

おり、１株当たり当期純利益は、当

事業年度期首に分割が行われたと仮

定して算出しております。 

なお、当該株式分割が前期首に行

われたと仮定した場合の１株当たり

情報はそれぞれ以下のとおりであり

ます。 

 

（前事業年度） 

１株当たり純資産額 

821円49銭

１株当たり当期純利益 

84円57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、新株予約権

付社債等潜在株式がないため記載し

ておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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) 

当期純利益        （百万円） 5,721 6,731

普通株主に帰属しない金額 （百万円） 21 ―

（うち利益処分による取締役賞与金） (21) ―

普通株式に係る当期純利益 （百万円） 5,699 6,731

普通株式の期中平均株式数   （株） 52,998,649 52,998,427
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(重要な後発事象) 

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) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 

 

 
 



 
－58－

７.役員の異動 

 

（１）代表者の異動 

   該当する事項はありません。 

 

（２）その他の役員の異動 

   該当する事項はありません。 
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