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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連 結 経 営 成 績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 49,006 6.4 5,131 39.2 5,203 48.7

17年３月期 46,051 1.7 3,687 22.6 3,498 16.0

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 4,104 154.9 105 33 ― 14.2 10.1 10.6

17年３月期 1,610 △17.6 41 08 40 76 6.4 6.6 7.6

（注）①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 △225百万円
②期中平均株式数（連結） 18年３月期 37,829,182株 17年３月期 36,790,715株
③会計処理の方法の変更 無
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

18年３月期 51,915 31,241 60.2 822 37

17年３月期 50,825 26,629 52.4 701 42

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期 37,843,771株 17年３月期 37,824,349株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期　末　残　高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期 7,973 △2,061 △4,936 5,207

17年３月期 6,085 △1,382 △6,031 4,116

(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 ８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

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） １社 （除外） ３社 持分法（新規） －社 （除外） １社

２．19年３月期の連結業績予想（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 22,700 1,200 600

通　　期 51,500 5,700 3,200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　84円　56銭

※　上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経

済・競合状況・為替の変動等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能

性があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。



１　企業集団の状況
　当社グループは、当社、子会社９社（内、連結子会社８社）、関連会社２社で構成され、住宅地図帳、応用地図、電

子地図及び一般印刷物の製造販売並びにこれらに附帯関連する事業を展開しております。

　当社グループの事業に係る位置づけは次のとおりであります。

区分 主要品目等 業務内容 会社名

住宅地図出版関連事業
住宅地図帳

応用地図

製造・販売 当社

製版・印刷・製本 ㈱ゼンリンプリンテックス

校正・文字入出力 当社、㈱ゼンリンプリンテックス

調査・編集 当社、㈱エム・アール・シー

電子地図関連事業

電子地図

（住宅地図データベース）

（カーナビゲーション用データ）

（その他電子地図）

製造・販売
当社、ZENRIN USA,INC.、ZENRIN EUROPE GmbH、

㈱エムビーエイ

データ作成・入力
当社、㈱ダイケイ、大計数据処理（深圳）有限公司、

上海大計数据処理公司、沖縄インターマップ㈱

データ配信 当社、㈱ゼンリンデータコム

３Ｄ地図データ データ作成・入力・販売 ㈱ジオ技術研究所

一般印刷関連事業 一般印刷物
製造・販売・校正・

文字入出力
㈱ゼンリンプリンテックス

その他事業

仕入商品 販売 当社、㈱ゼンリンデータコム

CAD・CAE受託処理

一般情報処理
データ入力代行・設計

㈱ダイケイ、大計数据処理（深圳）有限公司、

上海大計数据処理公司

　事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 
得   意   先 

(連結子会社) 

㈱ゼンリンプリンテックス 

住宅地図出版関連事業 一般印刷関連事業 

商品 製品 製品 製品 製品 製品  製品  製品 

外注納品 外注納品 
外注納品 外注納品 外注納品 

製品 

製品 

外注納品 

電子地図関連事業 

当      社 

(連結子会社) 

㈱ダイケイ 

(連結子会社) 

大計数据処理（深）有限公司 

上海大計数据処理公司 

(持分法非適用関連会社) 

㈱エムビーエイ 
沖縄インターマップ㈱ 

(連結子会社) 

㈱ジオ技術研究所 
ZENRIN USA,INC. 

ZENRIN EUROPE GmbH 
 

その他事業 

(連結子会社) 

㈱ゼンリンデータコム 
 

商品 

外注納品 

製品 

製品 
(非連結子会社) 

㈱エム・アール・シー 

 

　 (注）１．連結子会社であった㈱ユーアンドアイと一文字印刷㈱は、それぞれ平成17年１月15日と平成17年１月５日開催の臨時株主総会にお

ける解散決議に基づき、平成17年６月10日と平成18年３月３日付で清算結了いたしました。

２．ZENRIN EUROPE GmbH（連結子会社）は、平成17年10月13日付で新規に設立いたしました。

３．連結子会社であったZENRIN EUROPE B.V.は、平成18年３月13日付で清算手続が完了いたしました。

４．非連結子会社であった㈱ゼンリンピーエックス福岡は、平成17年10月１日付で㈱ゼンリンプリンテックス（連結子会社）が吸収合

併いたしました。

５．持分法非適用関連会社であったマイドライブネットコム㈱は、平成17年３月31日開催の臨時株主総会において解散決議を行い、平

成17年７月25日付で清算結了いたしました。

 ６．持分法非適用関連会社であった㈱エム・アール・シーは、平成17年12月20日付で当社を完全親会社とする株式交換により完全子

会社（非連結子会社）となりました。

７．持分法適用関連会社であった南京曼普数据技術有限公司は、平成18年１月24日開催の特別清算委員会において清算決議を行った

ため、関連会社から除外いたしました。

８．持分法非適用関連会社であった北九州都心開発㈱は、人事関係を通じた影響がなくなったため関連会社から除外いたしました。
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２　経営方針
１．会社の経営の基本方針

　当社グループは、地図業界のリーディングカンパニーとして、地図関連情報の提供を通じて世の中に広く貢献する

ために、「独自の技術とノウハウを磨き、地図関連情報の活用を通じて社会に新しい価値を創造する」ことを企業理

念として掲げ、「正確で新鮮かつ充実した地図関連情報を継続的に供給する」ことを企業活動の基本方針として国内

外において事業展開を図っております。

　具体的には、地図関連情報という経営基盤を基礎として、ＩＴ化の進展にともなう事業環境の変化に対応し、また

ＣＤ/ＤＶＤやＨＤ（ハードディスク）あるいは携帯電話/ＰＤＡ（携帯情報端末）など多様化する媒体を通したカー

ナビゲーションシステムやＧＩＳ（地理情報システム）の利用拡大に対応するとともに、インターネットを介して個

人顧客への展開も図ることで、地図関連情報の総合的なコンテンツ企業を目指しております。

　その結果として、企業価値の向上を図り、当社グループが魅力ある企業集団となれるように努力するとともに、社

会に貢献し続けていく存在感のある企業集団でありたいと考えております。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様に対する利益還元を最重要課題と位置づけ、グループ収益力の向上に努めるとともに企業価値

を高めることに尽力してまいりました。これらに基づいて株主の皆様への配当につきましては、安定的かつ継続的な

実施を基本方針としております。

　なお、当社はこの基本方針に沿って、株主の皆様への更なる還元策を図るため、平成19年3月期より新たに中間配当

を実施することといたします。具体的には、平成19年3月期の中間期は1株当たり10円の中間配当を、期末につきまし

ては1株当たり10円の配当を実施予定であります。この結果、平成19年3月期における当社の年間配当金は1株当たり20

円となる見込であります。

３．投資単位の引き下げに関する考え方及び方針など

　当社は、株式の流動性を高めるため、株価の動向、株主構成、株主管理コストを検証し、平成7年10月30日開催の臨

時株主総会において投資単位を1,000株から100株へ変更することを決議し、同年12月より投資単位の引き下げを実施

しております。

４．目標とする経営指標

　当社グループでは、安定的な収益確保を最優先課題として、目標とする経営指標を売上高経常利益率（連結）とＲ

ＯＥ（連結）に定め、ともに10％以上とすることを目標として掲げてまいりましたが、当連結会計年度においてそれ

ぞれ達成しております。今後もこの水準を引き続き維持しつつ、事業の拡大を通じて収益向上を図ってまいります。

　そのための方策といたしましては、地図データの更なる品質(鮮度・精度)を上げ、コンテンツ等の付加価値を高め、

利用拡大と売上の増加を図ってまいります。また、コスト面におきましては、グループ企業の資源を有効活用し、外

注費をはじめとする営業費用の削減、並びに工程改善による作業効率の向上を実践してまいります。

５．中長期的な会社の経営戦略

　現在、社会生活のあらゆるシーンで、必要なときに必要な場所で利用可能な地図情報に結びついた各種コンテンツ

が求められております。当社グループではこのようなユビキタス環境に対応するために、正確で新鮮かつ充実した地

図関連情報を継続的に供給することで、これからのＩＴ社会にとって欠かすことのできない企業として顧客対応力の

強化に努めております。

　中長期的な経営戦略といたしましては、住宅地図データベースやカーナビゲーション用データ等の「電子地図関連

事業」を当社グループの中核事業と位置づけ、成長が見込まれる事業分野へ経営資源を集中的に投入することにより、

安定的な収益確保と、継続的な成長を目指しております。
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６．会社の対処すべき課題

　当社グループが目指す地図関連情報の総合的なコンテンツ企業を実現するとともに、高収益を堅持するための重点

課題として次の施策を実践してまいります。

　第一に、住宅地図出版関連事業につきましては、電子地図への移行に伴う減収傾向が続くと見込んでおりますので、

地域に密着した企画商品の提案をさらに強化することなどにより売上の確保に努めます。

  また、営業拠点の再配置や効率的な営業活動を推進し、一層のコスト削減に取り組むことで利益の維持に取り組ん

でまいります。

　第二に、電子地図関連事業につきましては、調査情報収集体制及び技術開発力を強化することにより、各種地図デー

タベースの鮮度及び精度の向上を図ってまいります。この施策により、既存製品の商品力を強化するとともに新たな

事業の柱となる製品の開発を進め、更なる売上の増加を目指します。

　第三に、グループ企業の運営につきましては、これまで積極的に取り組んでまいりました整理・統合を踏まえ、事

業構造の変化に対応し、事業の棲み分けや経営資源の集中等のグループ戦略を強化してまいります。

　第四に、当社グループでは、個人情報取扱事業者として、個人情報の収集、利用、保管等個人情報の取り扱いに関

する社内管理体制の強化及び従業員教育等を継続的に行い、個人情報保護法の遵守を徹底してまいります。

７．親会社等に関する事項

　当社は、親会社等を有しておりません。
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３　経営成績及び財政状態
Ⅰ　経営成績

１．当期の概況

(1）当期の業績全般の概況

　当連結会計年度のわが国経済は、高水準の企業収益を背景とした積極的な設備投資等により、内外需ともに緩

やかな増加を続ける中で着実に回復してまいりました。

　このような環境の中、売上高につきましては減少傾向が続いていた住宅地図出版関連事業が僅かながらも増加

に転じ、また、主力事業である電子地図関連事業もカーナビゲーション用データや住宅地図データベースの販売

を中心に引き続き好調に推移いたしました。

　以上の結果、当連結会計年度の売上高は49,006百万円（前連結会計年度比2,954百万円増加、6.4％増）となり

ました。

　利益面では、調査体制強化に伴う調査費や支払ロイヤリティ等のコストが増加いたしましたが、売上高の伸び

により吸収し、営業利益は5,131百万円(前連結会計年度比1,443百万円増加、39.2％増)、経常利益は5,203百万

円(前連結会計年度比1,705百万円増加、48.7％増)となりました。

  当期純利益につきましては、減損損失など合計677百万円を特別損失に計上したものの、連結子会社等の清算に

伴い税金費用が減少したことにより、4,104百万円(前連結会計年度比2,494百万円増加、154.9％増)となりました。

(2）当期のセグメント別の概況

①住宅地図出版関連事業

　住宅地図出版関連事業につきましては、引き続き住宅地図帳から住宅地図データベースへの顧客ニーズの移

行が進んでおりますが、市町村合併に伴う需要増加等により売上高が僅かながらも増加いたしました。また、

応用地図につきましても、企画地図等の販売が順調に推移いたしました。

　以上の結果、当事業の売上高は14,738百万円(前連結会計年度比231百万円増加、1.6％増)、営業利益は前連

結会計年度とほぼ同額の1,086百万円となりました。

②電子地図関連事業

　電子地図関連事業につきましては、国内及び欧米におけるカーナビゲーション用データの販売が引き続き好

調であったことに加え、住宅地図データベースやインターネットによる住宅地図配信等の売上も堅調に推移い

たしました。

　以上の結果、当事業の売上高は27,040百万円(前連結会計年度比2,829百万円増加、11.7％増)、営業利益は

3,456百万円(前連結会計年度比728百万円増加、26.7％増)となりました。

③一般印刷関連事業

　一般印刷関連事業につきましては、不採算取引の解消等に伴い売上高は減少いたしましたが、外注費等経費

の削減に努めました結果、売上高は5,159百万円（前連結会計年度比56百万円減少、1.1％減）、営業利益は前

連結会計年度472百万円の営業損失から140百万円の営業利益（前連結会計年度比613百万円改善）となりました。

　

④その他事業

　その他事業につきましては、データ入力受託業務の縮小等により売上高は減少いたしましたが、ＣＡＤ・Ｃ

ＡＥ受託処理等の高付加価値業務の構成比が高まったことにより、売上高は2,067百万円（前連結会計年度比50

百万円減少、2.4％減）、営業利益は378百万円（前連結会計年度比42百万円増加、12.5％増）となりました。
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２．次期の見通し

　今後のわが国経済は、原油価格の動向や海外経済の不透明要因が残っているものの、好調な企業業績をベースに

持続的成長の軌道を辿るものと思われます。過剰債務・過剰雇用・過剰設備のいわゆる「３つの過剰」がほぼ解消

された結果、企業収益は今後も増益が見込まれております。

　このような環境の中で、住宅地図出版関連事業の売上高は、市町村合併による需要増加を受けて一時的に増加に

転じましたが、中期的には減少傾向が続くと見込んでおります。電子地図関連事業においては、ＩＴＳ市場でのカー

メーカーへの対応力強化や住宅地図データベースの利用拡大により売上増加を見込むとともに、海外事業分野にお

いても既存顧客との取引拡大と新規顧客の開拓を進めてまいります。一般印刷関連事業やその他事業においても採

算面を重視しながら売上の確保に努めてまいります。

　利益面では、調査及び情報収集体制の強化や新規コンテンツ整備等、成長分野への投資拡大を見込んでおります

が、製造コストや諸経費の削減によって当社グループ全体の業務効率化を推進し、これらのコスト増加を吸収して

目標利益の達成を目指してまいります。

　住宅地図出版関連事業は営業活動の効率化や営業拠点の統廃合を実施するとともに採算性を重視した企画商品を

開発・提案することにより売上の確保に取り組んでまいります。

　電子地図関連事業は、住宅地図データベース、カーナビゲーション用データの製品力の強化により、ＩＴＳ（高

度道路交通システム）・ＧＩＳ（地理情報システム）関連市場での競争力を増し、パートナー企業との連携も深め

ながら、一層の売上高の増加と収益力の向上を目指してまいります。

　一般印刷関連事業は、生産性の向上により価格競争力を高め、安定的な受注の確保を図るとともに新規顧客の獲

得を進めて売上の確保と収益の拡大に取り組んでまいります。

　その他事業は、付加価値の高い業務を拡大することにより利益の確保を図ってまいります。

　以上により、次期連結業績の見通しは、売上高51,500百万円（当連結会計年度比2,493百万円増加、5.1％増）、

経常利益5,700百万円（当連結会計年度比496百万円増加、9.5％増）、当期純利益3,200百万円（当連結会計年度比

904百万円減少、22.0％減）を見込んでおります。
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Ⅱ　財政状態

１．当期の概況

　当連結会計年度末の財政状態といたしましては、受取手形及び売掛金が427百万円、有形固定資産が548百万円そ

れぞれ減少したものの、現金及び預金が1,102百万円、投資有価証券が1,176百万円増加した結果、総資産は51,915

百万円（前連結会計年度末比1,090百万円増加）となりました。

　また、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、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）

　当連結会計年度において営業活動の結果得られた現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、7,973百万円

（前連結会計年度比1,888百万円増加）であります。これは法人税等の支払額1,638百万円がありましたが、税金等

調整前当期純利益4,859百万円、減価償却費2,922百万円、売上債権の減少額460百万円、たな卸資産の減少額221百

万円があったことなど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）

　当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は、2,061百万円（前連結会計年度比679百万円増加）であ

ります。これは投資有価証券の売却による収入627百万円、有形固定資産の売却による収入211百万円がありました

が、有形・無形固定資産の取得による支出2,711百万円があったことなど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）

　当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は、4,936百万円(前連結会計年度比1,094百万円減少)であ

ります。これは少数株主への株式の発行による収入480百万円がありましたが、長期・短期借入金合計で減少額4,839

百万円、配当金の支払額566百万円があったことなどによるものであります。

　以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、5,207百万円（前連結会計年度末比1,090

百万円増加、26.5％増）となりました。

２．キャッシュ・フロー指標のトレンド

 
平成14年
３月期

平成15年
３月期

平成16年
３月期

平成17年
３月期

平成18年
３月期

自己資本比率（％） 40.0 40.8 43.7 52.4 60.2

時価ベースの自己資本比率（％） 57.7 53.0 71.6 117.8 252.2

債務償還年数（年） 8.7 4.7 4.3 2.1 1.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 10.2 22.4 23.0 36.3 79.3

　（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

※　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※　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。

※　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。
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Ⅲ　事業等のリスク

　当社グループにおける事業等のリスクとして、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

下のようなものがあります。当社グループは、これらのリスクの存在を認識した上で、その発生を未然に防ぎ、

かつ、万一発生した場合でも適切に対処するよう努める所存であります。なお、文中には将来に関する事項が含

まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(1）会社がとっている特異な経営方針に係るもの

①人材の確保と育成について

　当社グループ事業の比重は従来の住宅地図帳から地図データベースを利用した多様な製品群へと移行しており、

当社グループの将来は電子地図関連事業の拡大に依存しているといえます。

　電子地図関連事業においては、地図データベースとコンピュータシステムを結び付けて顧客仕様のデータベー

スやソフトウェアを制作する過程に高い技能を必要とし、製品化にはレベルの高い技術開発要員や開発業務管理

者などの人材が必要であります。

　また、当社グループの地図データベースは国内全域での詳細な調査をもとに構築されるものですが、電子地図

に期待される更新頻度の短期間化や地図情報の正確性を確保するためには、全国各地で活動する多数の調査員を

効率的に管理するとともに、生産部門に集約される更新情報を的確に把握し制作工程に正しく反映させるための

人材も必要であります。

　従いまして、こうした人材を確保または育成できなかった場合には、当社グループの将来の成長並びに経営成

績や事業展開に悪影響が及ぶ可能性があります。

②個人情報の管理について

　当社グループでは、住宅地図に掲載する居住者名及び各種顧客情報を保有しておりますが、これらの個人情報

のうち、特に地図掲載を目的としない個人情報については「個人情報保護法」を遵守しその管理には十分留意し

ております。

　万一、これら地図掲載を目的としない個人情報が当社グループ又は業務委託先から漏洩した場合には、以後の

事業活動が制限されたり、法令遵守に必要な追加コストが増加する可能性があります。さらに、損害賠償請求が

なされたり、顧客のプライバシー管理が不十分であるとの社会的批判による信用の低下をもたらし、当社グルー

プの経営成績と事業展開に悪影響を及ぼす可能性があります。

③海外市場の障壁について

　当社グループはカーナビゲーション事業において海外市場に進出し、北米・欧州・アジア地域で事業活動を展

開しております。ただし海外事業においては、それぞれの地域における経済情勢の影響を受けることとなります

ので、各地域において「自動車」や「カーナビゲーションシステム」の需要が縮小した場合には、当社グループ

の売上高の減少をもたらす可能性があります。

　また、各地域におけるカーメーカーの事業戦略、カーナビゲーション用ハードメーカーの開発日程、当社グルー

プに供給される地図データベースの整備状況などが、当社グループの事業に影響を与えております。

　さらに、海外事業を推進する上で、以下の要因によって影響を受ける可能性があります。　

１) 事業展開する国・地域における政治的、社会的要因

２）資金調達及び本国送金に対する制約

３）人材確保の難しさ

４）為替政策

５）テロ、戦争、伝染病、自然災害その他の要因

６）法律や規制の変更

　これらの要因によって、当社グループの海外事業推進が阻害された場合には、経営成績に悪影響を及ぼす可能

性があります。

④中国現地法人における制作作業について

　当社グループでは製作コスト削減のために、中国の深圳と上海に現地法人を持ち、地図情報の入力処理を行っ

ております。しかし、中国における政治の変化または法律や規制の変更、ストライキなど予想外の事態により入

力業務の遂行に支障が生じる可能性があります。

　また、大規模な地震や洪水等の自然災害のほか伝染病の発生、火災、停電等あるいは政治的要因等により操業

停止を余儀なくされる事態も考えられ、これらが生じた場合には入力業務が遅延し、当社グループが拡大を目指

す電子地図関連事業の展開に悪影響を与える可能性があります。
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(2）財政状態及び経営成績の異常な変動

①経営成績の季節的変動について

　当社グループの主力事業である住宅地図出版関連事業及び電子地図関連事業は、季節による需要の変動が大き

く、下半期に売上高が集中する傾向にあります。そのため、年間を通して固定的に発生する地図データベースの

整備費用をカバーする売上水準にない場合には、営業損失又は、経常損失を計上することがあります。なお、直

近3ヵ年の平均実績としましては、年間売上高に対する上半期と下半期の売上高の比率はそれぞれ44.3％と55.7％

となっております。

②退職給付債務の変動について

　当社グループの従業員退職給付費用及び退職給付債務の計算は、割引率、将来の報酬水準、退職率などの仮定

に基づいて算出されます。これらの仮定と実際の結果との差額は、将来の会計期間にわたって償却するため、原

則として将来の会計期間に費用化され債務認識されます。退職給付債務及び退職給付費用の計算に使用した仮定

は妥当なものと考えておりますが、実際との差異又は仮定自体の変更、特に、一層の割引率の低下や運用利回り

の悪化は、退職給付引当金及び退職給付費用に影響を与えるため、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可

能性があります。

(3）特定の取引先への依存について

①特定の販売先への依存について

　当社グループのカーナビゲーション事業の売上高は、そのほとんどがカーメーカー関連各社に対するものであ

ります。これらの販売先とは、カーナビゲーション事業における取引関係が長く、製品の仕様検討、技術開発、

地図データベースの改良などにおいて相互協力関係にあり、当社グループでは引き続き販売先を通じての顧客ニー

ズを充足する努力を続けることで良好な協力関係の維持と発展を目指してまいります。

　しかしながら、これらの販売先への売上は、各社の事業方針や業績動向などの影響を受け、価格引き下げ要求、

契約打ち切り、取引内容変更などが生じた場合は、当社グループの経営成績と事業展開に悪影響を及ぼす可能性

があります。

②特定の供給元への依存について

　当社グループが電子地図関連事業において提供する製品には、海外向けカーナビゲーション用ソフトウェア(以

下、カーナビソフト)が含まれます。国内向けカーナビソフトはその基となる地図データベースを自社で制作して

おりますが、海外向けカーナビソフトの基となる地図データベースについては、特定の供給元に依存しております。

　当社グループと供給元は取引基本契約を結んでおりますが、契約条件が変更された場合には製造コストを押し

上げる可能性があり、また、供給元の経営方針の変更により、その供給を停止されると既存販売先への継続的な

海外向けカーナビソフトの提供に支障が生じる可能性があります。

　従いまして、海外の地図データベースの安定的購入及び使用に支障が生じた場合には、当社グループの経営成

績や事業展開に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4）特定の製品、技術等への依存について

①地図データベース派生製品への依存について

　当社グループの売上の大部分は地図データベースを基に制作される製品群の売上に依存しております。当社は、

住宅地図データベース、カーナビゲーション用データから派生した製品（以下、「地図データベース派生製品」

という）、或いはそれぞれの地図データベースそのものの販売による売上が今後とも拡大を続けると考えており、

将来の成長は主に電子地図関連事業に係わる技術開発や新規コンテンツの充実に依存すると考えております。

　当社グループは今後とも時代のニーズにマッチした新製品開発に取り組みますが、地図データベース派生製品

の制作には電子地図特有の技術が必要であり、新規コンテンツを企画するためには独創性が要求されます。また、

多様化する顧客ニーズへの対応を含め、今後の事業展開においては高度で複雑な経営を必要としております。

　従いまして、次のようなリスクを内包しております。

１）新サービスや新コンテンツ開発のための先行投資が確実に顧客ニーズを捉え、大きな成果をもたらすとい

う保証はありません。

２）パソコンの普及やネットワーク環境の整備とともに顧客ニーズが多種多様となり、顧客が求める製品やサー

ビスを的確かつ迅速に提供できなければ、当社グループの事業展開にとって不利な状況となる可能性があ

ります。

３）企業が知的財産権を重視する時代となり、新製品、新技術が、当社グループ独自の権利として保護される

保証はありません。
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４）技術革新と顧客ニーズが急激に変化するため、新たに構築した生産方式が急速に陳腐化する可能性があり

ます。

５）地図データベース派生製品の分野に異業種からの参入が増え、顧客の選択肢が増えることで、競争が激化

する可能性があります。

　上記のリスクをはじめとして、当社グループが電子地図関連事業の多様性に十分に対応できず、地図データベー

スを利用した新製品開発に遅れをとった場合には、将来の成長並びに経営成績と事業展開に悪影響を及ぼす可能

性があります。

②地図データベースの品質(精度・鮮度)維持のための調査業務コストの回収可能性について

　当社グループが提供する地図データベース派生製品には、最近のネットワーク環境の進展により、最新の地図

情報を求めるニーズが高まっております。市場のニーズに的確に応えることが当社グループの事業展開の成果を

左右する大きな要因の一つと考えており、毎期継続して多額の調査業務コストを地図データベースの更新に投入

しております。このように、当社グループが展開する事業の根幹に係わる地図データベース作成のための調査業

務コストが、売上高の増減にかかわらず固定的に製造原価部分の相当額を占め続けることとなります。

　従いまして、顧客の支持を得られる製品を継続的に市場に投入出来なければ調査業務コストを回収しきれず、

経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。

③他社との業務提携について

　当社グループは製品開発の一環として、社外の経営資源との相乗効果を目指すとともに重点分野への技術の集

約による経営効率の向上のために、今後もより一層、カーメーカー関連各社やソフトウェアハウス等との業務提

携によるパートナーシップ強化や取引深耕を図り、電子地図の技術開発及び地図データベースや各種コンテンツ

の充実並びに新規業態の進出に取り組んでいく予定であります。

　しかしながら、事業戦略、取引条件、その他の理由により業務提携等が不成立或いは中断した場合、友好的な

協力関係がもたらす成果を享受できず、当社グループの経営成績と事業展開に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5）法的規制等について

①知的財産権の侵害について

　当社グループでは、独自に開発した製造技術や新規開発製品に関するもので知的財産の保護の対象となる可能

性のあるものについて、必要に応じて特許権や商標権の出願、登録を行っておりますが、必ずしもこれらの権利

を取得できるとは限りません。当社グループの技術、ノウハウ又は製品名等が特許権や商標権として保護されず

に他社に先んじられた場合には、当社グループの製品開発或いは販売に支障が生じる可能性があります。

　また、当社グループでは第三者の知的財産権を侵害しないよう十分な調査を行い、注意を払っておりますが、

当社グループの調査範囲が十分でかつ妥当であるとは保証できません。さらに、特許権等の知的財産権が当社グ

ループの事業にどのように適用されるのか全てを正確に想定することは困難であり、万一、当社グループが第三

者の知的財産権を侵害した場合には、当該第三者から損害賠償請求、使用差し止め等の訴えを起こされる可能性、

並びに当該知的財産権に関する対価の支払いが発生する可能性があります。

　従いまして、これらの場合には、当社グループの経営成績や事業展開に悪影響が及ぶ可能性があります。

(6）その他

①市場シェア変動の可能性について

　当社グループでは平成4年にカー用品店で販売されるカーナビゲーション用ソフトウェア「ゼンリン・ナビソフ

ト」の販売を開始いたしました。その後、カーディーラー向けのディーラーオプションやカーメーカー向けのラ

イン装着への採用が広がり、現在では市場での信頼をゆるぎないものとしております。さらに、ナビハードの高

機能化に伴い引き続き市場は拡大を続けております。

　当社グループが属するカーナビゲーション用データの分野では、他のカーナビゲーション用データ制作会社が

勢力を拡大したり、地図データベース制作会社やカーナビゲーションシステムメーカーなどが新規参入してくる

可能性があり、それら各社の中には当社グループよりも企業規模が大きく、経営資源が豊富な会社もあります。

　今後、技術革新を契機として、他社が新しいカーナビゲーション用データを市場投入しシェアを獲得した場合、

或いは競合会社間の業務提携等が成立した場合には、当社グループが将来においても現在のシェアを維持できる

という保証はなく、当社グループの経営成績と事業展開に悪影響を及ぼす可能性があります。
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②製品の欠陥の発生とそれに伴う製品の回収リスクについて

　当社グループの製品は、独自の調査情報、外部から取得した各種情報、製造ノウハウ等の集大成であり、製品

化においては高度の技術と情報処理能力を必要といたします。

　当社グループでは、これらの製造において細心の注意を払うとともに、欠陥製品を出荷しないように作業工程

の各段階で厳重な品質検査を行っておりますが、そのことが、欠陥製品が市場に流通しないことを絶対的に保証

するものではありません。

　もし、当社グループが提供した製品に欠陥が発生した場合には、当該製品の回収に係わるコストが発生すると

ともに、ご購入されたお客様への賠償問題が発生するケース、さらには当社グループに対する信頼の喪失や社会

的制裁が生じる可能性もあります。

　万一、多額の賠償や信用喪失につながるような欠陥が発生した場合には、当社グループの経営成績と事業展開

に悪影響を及ぼす可能性があります。
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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)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   4,119   5,222   

２　受取手形及び売掛金   12,169   11,741   

３　たな卸資産 ※２  3,068   2,849   

４　繰延税金資産   1,867   2,139   

５　その他   293   259   

貸倒引当金   △10   △25   

流動資産合計   21,507 42.3  22,187 42.7 679

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 ※３        

(1）建物及び構築物 ※４  5,634   5,361   

(2）機械装置及び運搬具   213   142   

(3）土地 ※４  8,509   8,296   

(4）その他   877   885   

有形固定資産合計   15,234 30.0  14,686 28.3 △548

２　無形固定資産         

(1）ソフトウェア   4,906   4,400   

(2）ソフトウェア仮勘定   853   1,582   

(3）連結調整勘定   2   ―   

(4）その他   5   4   

無形固定資産合計   5,767 11.3  5,987 11.5 219

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券
※１
※４

 4,293   5,470   

(2）繰延税金資産   2,466   2,169   

(3）その他   1,681   1,613   

貸倒引当金   △127   △198   

投資その他の資産合計   8,314 16.4  9,054 17.5 740

固定資産合計   29,317 57.7  29,728 57.3 410

資産合計   50,825 100.0  51,915 100.0 1,090
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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)

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   1,725   1,866   

２　短期借入金 ※４  8,503   5,319   

３　未払費用   2,833   3,317   

４　未払法人税等   1,421   862   

５　返品調整引当金   384   379   

６　その他   1,525   2,005   

流動負債合計   16,393 32.3  13,749 26.5 △2,644

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※４  4,539   2,999   

２　繰延税金負債   207   383   

３　退職給付引当金   2,346   2,521   

４　役員退職慰労引当金   341   377   

５　その他   200   185   

固定負債合計   7,634 15.0  6,468 12.4 △1,166

負債合計   24,028 47.3  20,217 38.9 △3,811

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   166 0.3  456 0.9 289

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※６  6,557 12.9  6,557 12.6 ―

Ⅱ　資本剰余金   13,066 25.7  13,111 25.3 45

Ⅲ　利益剰余金   6,675 13.1  10,329 19.9 3,654

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  831 1.6  1,652 3.2 821

Ⅴ　為替換算調整勘定   △159 △0.3  △78 △0.2 80

Ⅵ　自己株式 ※７  △341 △0.6  △331 △0.6 9

資本合計   26,629 52.4  31,241 60.2 4,612

負債、少数株主持分及び
資本合計

  50,825 100.0  51,915 100.0 1,090
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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)

Ⅰ　売上高   46,051 100.0  49,006 100.0 2,954

Ⅱ　売上原価   24,456 53.1  25,872 52.8 1,416

売上総利益   21,595 46.9  23,134 47.2 1,538

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  17,908 38.9  18,003 36.7 94

営業利益   3,687 8.0  5,131 10.5 1,443

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  4   6    

２　受取配当金  42   38    

３　不動産賃貸収入  127   161    

４　その他  261 436 1.0 192 398 0.8 △37

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  155   95    

２　賃貸資産減価償却費  ―   46    

３　敷金契約解約損  ―   37    

４　為替差損  ―   52    

５　追悼式典費用  ―   41    

６　持分法による投資損失  225   ―    

７　その他  244 625 1.4 51 326 0.7 △298

経常利益   3,498 7.6  5,203 10.6 1,705
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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）

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)

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ 69   16    

２　投資有価証券売却益  17 86 0.2 317 333 0.7 247

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売廃却損 ※４ 1,028   104    

２　減損損失 ※５ ―   310    

３　リース解約損  ―   41    

４　関係会社整理損 ※６ ―   153    

５　投資有価証券評価損  33   22    

６　ゴルフ会員権等評価損  17   43    

７　関係会社株式評価損  22   ―    

８　電話加入権評価損  53 1,156 2.5 ― 677 1.4 △478

税金等調整前当期
純利益

  2,428 5.3  4,859 9.9 2,431

法人税、住民税及び
事業税

 1,558   1,088    

法人税等調整額  △768 789 1.7 △366 722 1.5 △67

少数株主利益   28 0.1  32 0.0 4

当期純利益   1,610 3.5  4,104 8.4 2,494
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(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   12,367  13,066

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１　新株引受権の権利行使に
伴う増加高

 591  ―  

２　株式交換に伴う増加高  107  44  

３　自己株式処分差益  ― 698 0 45

Ⅲ　資本剰余金期末残高   13,066  13,111

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   5,688  6,675

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　当期純利益  1,610  4,104  

２　連結子会社の時価発行
増資に伴う持分変動差額

 ― 1,610 222 4,327

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  546  567  

２　役員賞与  77  99  

（うち監査役賞与）  (5)  (8)  

３　非連結子会社の合併に
伴う減少高

 ―  6  

４　自己株式処分差損  0 623 ― 672

Ⅳ　利益剰余金期末残高   6,675  10,329
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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    

１　税金等調整前当期純利益  2,428 4,859

２　減価償却費  2,942 2,922

３　減損損失  ― 310

４　連結調整勘定償却額  2 5

５　役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  △4 ―

６　返品調整引当金の増減額（減少：△）  △24 ―

７　退職給付引当金の増減額（減少：△）  135 276

８　投資有価証券等評価損  73 66

９　受取利息及び受取配当金  △46 △44

10　支払利息  155 95

11　持分法による投資損益（投資利益：△）  225 ―

12　固定資産売廃却損益（売却益：△）  959 88

13　投資有価証券売却損益（売却益：△）  ― △317

14　関係会社整理損  ― 153

15　売上債権の増減額（増加：△）  359 460

16　たな卸資産の増減額（増加：△）  539 221

17　仕入債務の増減額（減少：△）  △146 132

18　未払費用の増減額（減少：△）  268 474

19　役員賞与の支払額  △79 △99

20　その他  △179 59

小計  7,609 9,667

21　利息及び配当金の受取額  46 44

22　利息の支払額  △167 △100

23　法人税等の支払額  △1,403 △1,638

営業活動によるキャッシュ・フロー  6,085 7,973

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

１　定期預金の純増減額（増加：△）  276 △10

２　有価証券の純増減額（増加：△）  1 ―

３　有形・無形固定資産の取得による支出  △2,580 △2,711

４　有形・無形固定資産の売却による収入  774 211

５　投資有価証券の取得による支出  △161 △77

６　投資有価証券の売却による収入  246 627

７　少数株主からの子会社株式の取得による支出  △9 △139

８　貸付金の純増減額（増加：△）  33 31

９　その他  38 7

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,382 △2,061
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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）

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：△）  △5,659 △3,150

２　長期借入による収入  650 700

３　長期借入金の返済による支出  △1,567 △2,389

４　株式の発行による収入  1,183 ―

５　少数株主への株式の発行による収入  ― 480

６　自己株式の取得による支出  △96 △11

７　自己株式の売却による収入  9 0

８　配当金の支払額  △546 △566

９　少数株主に対する配当金の支払額  △5 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー  △6,031 △4,936

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △11 73

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △1,339 1,048

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  5,455 4,116

Ⅶ　合併に伴う現金及び現金同等物の増加額  ― 42

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高  4,116 5,207
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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

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

(1）連結子会社の数　10社

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　８社

主要な連結子会社の名称

㈱ゼンリンプリンテックス、㈱ダイケイ、ZENRIN 

EUROPE B.V.

なお、連結子会社であった㈱ワークスは、平成16

年２月27日開催の臨時株主総会において解散決議

を行い、平成16年９月13日付で清算結了したため、

連結の範囲から除外しております。

主要な連結子会社の名称

㈱ゼンリンプリンテックス

なお、連結子会社であった㈱ユーアンドアイと一

文字印刷㈱は、それぞれ平成17年１月15日と平

成17年１月５日開催の臨時株主総会における解散

決議に基づき、平成17年６月10日と平成18年３月

３日付で清算結了したため、また、連結子会社で

あったZENRIN EUROPE B.V.は、平成18年３月13日

付で清算手続が完了したため、連結の範囲から除

外しております。

また、平成17年10月13日付でZENRIN EUROPE 

GmbHを新規に設立し、連結の範囲に含めておりま

す。

(2）主要な非連結子会社の名称等

㈱ゼンリンピーエックス福岡

非連結子会社は資産基準、売上高基準、利益基準

及び利益剰余金基準等の観点からみていずれも小

規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な

影響を及ぼさないため、連結の範囲に含めており

ません。

(2）主要な非連結子会社の名称等

㈱エム・アール・シー

非連結子会社は資産基準、売上高基準、利益基準

及び利益剰余金基準等の観点からみていずれも小

規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な

影響を及ぼさないため、連結の範囲に含めており

ません。

なお、非連結子会社であった㈱ゼンリンピーエッ

クス福岡は、平成17年10月１日付で㈱ゼンリンプ

リンテックス（連結子会社）が吸収合併いたしま

した。

また、関連会社であった㈱エム・アール・シーは、

平成17年12月20日付で当社を完全親会社とする株

式交換により完全子会社となりました。

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社はありません。

持分法適用の関連会社数　１社

会社名

南京曼普数据技術有限公司

２　持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社はあり

ません。

なお、持分法適用関連会社であった南京曼普数据技

術有限公司は、平成18年１月24日開催の特別清算委

員会において清算決議を行ったため、関連会社から

除外しております。

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称等

沖縄インターマップ㈱

持分法非適用会社は当期純損益（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、これらの会社に対する投資について

は持分法を適用せず原価法によって評価しており

ます。

(2）持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち主要な会社等の名称等

同左
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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）

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会

社は次のとおりであります。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会

社は次のとおりであります。

会社名  決算日

ZENRIN EUROPE B.V.  12月31日

ZENRIN USA,INC.  12月31日

大計数据処理（深圳）

有限公司

 
12月31日

上海大計数据処理公司 12月31日

会社名  決算日

ZENRIN USA,INC.  12月31日

ZENRIN EUROPE GmbH  12月31日

大計数据処理（深圳）

有限公司

 
12月31日

上海大計数据処理公司  12月31日 

なお、連結財務諸表の作成にあたっては連結子会社

の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

を行うこととしております。

なお、連結財務諸表の作成にあたっては連結子会社

の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

を行うこととしております。 

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

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

ａ満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

 ①　有価証券

 同左

 

ｂ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）

 

 

 

時価のないもの

移動平均法による原価法

なお、匿名組合等への出資で証券取引法第２条

第２項により有価証券とみなされるものは、連

結貸借対照表及び連結損益計算書双方について

持分相当額を純額で取り込んでおります。

 

 

 

②　たな卸資産

主として総平均法による原価法を採用しておりま

す。

②　たな卸資産

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

ａ建物（建物附属設備を除く）

定額法

ｂその他

主として定率法

（主な耐用年数）

建物　　　　　　　　　　　15年～50年

機械装置及び運搬具　　　　５年～10年

(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

ソフトウェア

ａ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３年を限度とする

残存有効期間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

ｂ自社利用ソフトウェア

５年を限度とする利用可能期間で定額法により償

却する方法

②　無形固定資産

同左
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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）

(3）重要な引当金の計上基準

①　単行本在庫調整引当金

住宅地図帳の売れ残り書籍の評価損に備えるため、

出版部数に対する一定期間の販売部数を算定基礎

とした評価損失見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　単行本在庫調整引当金

同左

②　貸倒引当金

営業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。

②　貸倒引当金

同左

③　返品調整引当金

道路地図及び旅行ガイド製品の返品による損失に

備えるため、過去の返品実績を基準とした返品予

測高に対する損失見込額を計上しております。

③　返品調整引当金

同左

④　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。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（15年）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の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15

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しております。

④　退職給付引当金

　　　　　　　　同左

⑤　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、役員退職

慰労金規程（内規）に基づく期末要支給額を計上

しております。

⑤　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、役員退職

慰労金規程（内規）に基づく期末要支給額を計上

しております。

なお、当社は平成18年４月27日開催の取締役会に

おいて、役員退職慰労金制度を平成18年３月31日

付で廃止することを決議いたしました。当該制度

の廃止に伴い、在任中の取締役及び監査役の在任

期間に係る役員退職慰労金については、それぞれ

の役員の退任時に支給することといたしました。

(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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

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

連結子会社の資産及び負債の評価は、全面時価評価

法によっております。

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

連結調整勘定は、５年間で均等償却しております。

６　連結調整勘定の償却に関する事項

同左
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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）

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又は損失処

理について連結会計年度中に確定した利益処分又は

損失処理に基づいて作成しております。

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、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、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

負わない短期投資としております。

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

会計方針の変更

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。

これにより営業利益、経常利益はそれぞれ40百万円増加

し、税金等調整前当期純利益は270百万円減少しており

ます。

また、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載し

ております。

(退職給付に係る会計基準)

当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正」(企業会計基準第３号　平成17年３月16日)及

び「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適

用指針」(企業会計基準適用指針第７号　平成17年３月

16日)を適用しております。これにより営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ41百万円増

加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 
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表示方法の変更

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）

 ――――――

 

 

（連結損益計算書関係）

　 「賃貸資産減価償却費」及び「敷金契約解約損」

従来、営業外費用の「その他」に含めて表示していた

「賃貸資産減価償却費」及び「敷金契約解約損」につ

きましては、営業外費用の総額の100分の10を超えた

ため、当連結会計年度より区分掲記することといたし

ました。

なお、前連結会計年度における「賃貸資産減価償却

費」及び「敷金契約解約損」はそれぞれ46百万円及

び21百万円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１　「役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）」及び

　　「返品調整引当金の増減額（減少：△）」

従来、営業活動によるキャッシュ・フローに区分掲記

していた「役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）」

及び「返品調整引当金の増減額（減少：△）」につき

ましては、金額的重要性がないため、当連結会計年度

より「その他」に含めて表示しております。

なお、当連結会計年度における「役員退職慰労引当金

の増減額（減少：△）」は35百万円、「返品調整引当

金の増減額（減少：△）」は△5百万円であります。

２　「投資有価証券売却損益（売却益：△）」

従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「その

他」に含めて表示していた「投資有価証券売却損益

（売却益：△）」につきましては、金額的重要性が増

したため、当連結会計年度より区分掲記することとい

たしました。

なお、前連結会計年度における「投資有価証券売却損

益（売却益：△）」は△17百万円であります。
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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　非連結子会社及び関連会社に対する株式及び

出資金の額

※１　非連結子会社及び関連会社に対する株式及び

出資金の額

株式 515百万円 株式 204百万円

※２　たな卸資産（製品）より直接控除している単行本在

庫調整引当金は484百万円であります。

※２　たな卸資産（製品）より直接控除している単行本在

庫調整引当金は482百万円であります。

※３　有形固定資産の減価償却累計額

7,827百万円

※３　有形固定資産の減価償却累計額

8,231百万円

※４　担保に供している資産及び対応する債務 ※４　担保に供している資産及び対応する債務

（担保に供している資産） （担保に供している資産）

建物及び構築物 1,105百万円

土地 726

投資有価証券 12

計 1,844百万円

建物及び構築物 1,030百万円

土地  726

計 1,756百万円

（対応する債務） （対応する債務）

短期借入金 989百万円

長期借入金 1,277

計 2,266百万円

短期借入金 939百万円

長期借入金  1,067

計 2,007百万円

５　偶発債務

下記の金融機関借入金に対して債務保証を行ってお

ります。

５　偶発債務

下記の金融機関借入金に対して債務保証を行ってお

ります。

被保証者 保証金額

従業員（22名） 13百万円

被保証者 保証金額

従業員（11名） 3百万円

※６　株式の状況

当社の発行済株式総数は、普通株式38,200,910株で

あります。

※６　株式の状況

当社の発行済株式総数は、普通株式38,200,910株で

あります。

※７　自己株式

連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

376,561株であります。 

※７　自己株式

連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

357,139株であります。
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（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主要な内訳は下記のとおり

であります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な内訳は下記のとおり

であります。

人件費 10,550百万円

退職給付引当金繰入額 377

役員退職慰労引当金繰入額 60

賃借料 1,754

研究開発費 890

貸倒引当金繰入額 5

その他 4,269

計 17,908百万円

人件費 10,831百万円

退職給付引当金繰入額  350

役員退職慰労引当金繰入額  65

賃借料  1,666

研究開発費  854

貸倒引当金繰入額  98

その他  4,135

計 18,003百万円

２　研究開発費の総額は890百万円であります。 ２　研究開発費の総額は854百万円であります。

※３　固定資産売却益の内訳は下記のとおりであります。 ※３　固定資産売却益の内訳は下記のとおりであります。

建物及び構築物 64百万円

機械装置及び運搬具 3

その他 0

計 69百万円

建物及び構築物 3百万円

土地  12

その他  0

計 16百万円

※４　固定資産売廃却損の内訳は下記のとおりであります。 ※４　固定資産売廃却損の内訳は下記のとおりであります。

建物及び構築物 146百万円

機械装置及び運搬具 34

土地 791

ソフトウェア 19

その他 37

計 1,028百万円

建物及び構築物 33百万円

機械装置及び運搬具  2

土地  2

ソフトウェア  51

その他  14

計 104百万円

なお、上記のうち固定資産売却損の内訳は下記のと

おりであります。

なお、上記のうち固定資産売却損の内訳は下記のと

おりであります。

建物及び構築物 5百万円

機械装置及び運搬具 22

土地 791

その他 2

計 821百万円

建物及び構築物 1百万円

土地  2

その他  1

計 5百万円
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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）

※５　 　　　　　　―――――― ※５　減損損失

当社グループは、減損会計の適用にあたり、事業資

産については管理会計上の事業区分に基づく製品グ

ループ別に、本社等の事業資産については共用資産

として、また、遊休資産及び賃貸資産については個

別物件毎にグルーピングしております。

当連結会計年度において減損の要否の判定を行い、

過年度より収益性が低下しており、急激な回復の見

込めない一般印刷関連事業に係る事業資産及び将来

の使用が見込まれていない遊休資産について、帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、これらの減少額を

「減損損失」として特別損失に計上いたしました。

その内訳は以下のとおりであります。

用途（場所） 種類
減損損失

（百万円）

一般印刷設備 建物及び構築物 120

（福岡県北九州市） 機械装置及び運搬具 45

 その他 2

 リース資産 61

遊休資産

（長崎県長崎市） 土地 28

 

遊休資産

（滋賀県彦根市） 土地 51

 

合計 310

なお、一般印刷設備に係る回収可能価額は、使用価

値により測定し、将来キャッシュ・フローを7.15％

で割引いて算定しております。また、遊休資産に係

る回収可能価額は、不動産鑑定評価額に基づく正味

売却価額により算定しております。

 ※６　 　　　　　　――――― ※６　関係会社整理損

連結子会社であるZENRIN EUROPE B.V.の清算にあ

たって、同社株式を追加取得したことに伴い発生し

た連結調整勘定の償却相当額及び清算手続費用であ

ります。
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（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）

１　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

１　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日現在） 　　（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 4,119百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △3

現金及び現金同等物 4,116百万円

現金及び預金勘定　 5,222百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △15

現金及び現金同等物 5,207百万円

２　　　　　　　　　―――――― ２　当連結会計年度に㈱ゼンリンプリンテックス（連結

　　子会社）に吸収合併された㈱ゼンリンピーエックス

　　福岡より引き継いだ資産及び負債の内訳は次のとお

　　りであります。

　　  流動資産　　　　　　  　　　　　 　 44百万円

　　  流動負債　　　　　　　　　　　　 　  1百万円 
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（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）

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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

  
機 械 装 置

及び運搬具
 
工具、器具

及 び 備 品
 計

  （百万円）  （百万円）  （百万円）

取 得 価 額
相　 当 　額 1,952 1,114 3,067

減 価 償 却
累計額相当額 1,285 723 2,009

期 末 残 高
相　 当　 額

 667 391 1,058

  
機 械 装 置

及び運搬具
 
工具、器具

及 び 備 品
 計

  （百万円）  （百万円）  （百万円）

取 得 価 額
相　 当　 額 1,648 1,289 2,938

減 価 償 却
累計額相当額 1,217 457 1,674

減 損 損 失
累計額相当額 53 8 61

期 末 残 高
相　 当　 額

 377 823 1,201

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等

１年以内 440百万円

１ 年 超 711

計 1,152百万円

　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 463百万円

１ 年 超 872

計 1,335百万円

リース資産減損勘定の

期末残高 
　　　39百万円

３　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 629百万円

減価償却費相当額 560百万円

支払利息相当額 54百万円

支払リース料 551百万円

リース資産減損勘定の取崩額 22百万円

減価償却費相当額 488百万円

支払利息相当額 47百万円

減損損失 61百万円

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
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（有価証券関係）

Ⅰ　前連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（平成17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）

（連結貸借対照表計上額が

　取得原価を超えるもの）
     

株　　　式  1,577  3,002  1,424

そ　の　他  50  50  0

小　　　計  1,628  3,052  1,424

（連結貸借対照表計上額が

　取得原価を超えないもの）
     

株　　　式  64  47  △17

合　　　計  1,693  3,100  1,407

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）

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）

51  16  0

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年３月31日）

その他有価証券

非上場株式 604百万円

匿名組合等への出資 121百万円

　　（注）有価証券について33百万円（その他有価証券で時価評価されていない非上場株式33百万円）減損処理しており

ます。

なお、当社グループは投資価値の下落が一時的でなく、かつ、回復可能性がないと判断した場合、評価損を計

上しております。その判断は、帳簿価額を下回った期間の長さ及び下落幅、当該会社の財務状況及び将来の事

業計画等に基づき総合的に検討しております。

株式会社ゼンリン【連結】

－ 29 －



Ⅱ　当連結会計年度

１　その他有価証券で時価のあるもの（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）

（連結貸借対照表計上額が

　取得原価を超えるもの）
     

株　　　式  1,581  4,385  2,803

そ　の　他  50  50  0

小　　　計  1,632  4,435  2,803

（連結貸借対照表計上額が

　取得原価を超えないもの）
     

株　　　式  45  38  △6

合　　　計  1,677  4,474  2,796

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）

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）

570  317  0

３　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日）

（1）満期保有目的の債券

私募債 　2百万円

（2）その他有価証券

非上場株式 689百万円

匿名組合等への出資 149百万円

４　満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成18年３月31日）

  
１年超５年以内
（百万円）

 

　私募債
 

2
 

（注）有価証券について22百万円（その他有価証券で時価のある株式15百万円、その他有価証券で時価評価されてい

ない非上場株式6百万円）減損処理しております。

なお、当社グループは投資価値の下落が一時的でなく、かつ、回復可能性がないと判断した場合、評価損を計

上しております。その判断は、帳簿価額を下回った期間の長さ及び下落幅、当該会社の財務状況及び将来の事

業計画等に基づき総合的に検討しております。

（デリバティブ取引関係）

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）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（当社、連結子会社）は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、記載事項はありません。
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（退職給付関係）

１　採用している退職給付制度の概要

(1）提出会社

確定給付型の制度として企業年金基金制度(ゼンリン企業年金基金、平成16年２月１日移行)、適格退職年金制

度(昭和56年７月１日移行)及び退職一時金制度を採用しております。

なお、平成18年４月１日付で適格退職年金制度は企業年金基金制度(ゼンリン企業年金基金)へ統合しております。

また、提出会社は、企業年金基金制度に退職給付信託を設定しております。

(2）国内連結子会社

確定給付型の退職一時金制度又は適格退職年金制度を採用している会社は３社あります。そのうち提出会社と同

じ企業年金基金制度(ゼンリン企業年金基金)に加入している会社は１社あり、平成18年４月１日付で適格退職年

金制度は企業年金基金制度(ゼンリン企業年金基金)へ統合しております。

また、退職金制度を採用している会社のうち、総合設立型厚生年金基金に加入している会社は１社あります。

国内連結子会社のうち、１社は退職金制度を採用しておりません。

(3）海外連結子会社

確定拠出型の制度を採用している会社は２社あり、その外２社は退職金制度を採用しておりません。

２　退職給付債務に関する事項

 
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）退職給付債務 6,607百万円 7,069百万円

(2）年金資産 △4,349 △5,333

(3）未積立退職給付債務(１＋２) 2,257 1,735

(4）未認識年金資産 625 －

(5）未認識数理計算上の差異 △895 551

(6）未認識過去勤務債務(債務の減額) 257 234

(7）連結貸借対照表計上額純額(３＋４＋５＋６) 2,244 2,521

(8）前払年金費用 △101 －

(9）退職給付引当金(７－８) 2,346百万円 2,521百万円

 

 

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）

 （注）１　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）１　同左

 ２　総合設立型厚生年金

基金の資産残高は

228百万円でありま

す。

２　総合設立型厚生年金

基金の資産残高は

238百万円でありま

す。
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３　退職給付費用に関する事項

 

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）勤務費用 428百万円※１，２ 436百万円※１，２

(2）利息費用 162 163

(3）期待運用収益 △55 △49

(4）数理計算上の差異の費用処理額 75 36　　　※３

(5）過去勤務債務の費用処理額 △22 △22

(6）退職給付費用(1＋2＋3＋4＋5) 589 565

(7）厚生年金基金の代行部分返上に伴う損益 5 －

計 595百万円 565百万円

 

 

 

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）

 （注）※１　企業年金基金に対す

る従業員拠出額を控

除しております。

（注）※１　同左

 ※２　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。

※２　同左

  ※３　当連結会計年度より、

「『退職給付に係る　

会計基準』の一部改

正」(企業会計基準第

３号　平成17年３月16

日)及び「『退職給付

に係る会計基準』の一

部改正に関する適用指

針」(企業会計基準適

用指針第７号　平成17

年３月16日)を適用し

ております。これによ

り数理計算上の差異の

費用処理額は41百万円

減少しております。
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４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 

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）退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準 同左

(2）割引率 2.5％ 同左

(3）期待運用収益率 2.5％ 同左

(4）過去勤務債務の額の処理年数 15年

発生時の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

によっております。

同左

(5）数理計算上の差異の処理年数 15年

発生時の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、翌連結会計年度から費用

処理することとしております。

同左
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（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別の

内訳

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 繰延税金資産

たな卸資産評価損 699百万円

償却限度超過額 952

投資有価証券等評価損 237

賞与引当金繰入額 630

退職給付引当金繰入限度超過額 1,746

返品調整引当金その他の引当金 156

連結子会社繰越欠損金 1,115

その他 465

繰延税金資産　小計 6,003

評価性引当額 △992

繰延税金資産　合計 5,011百万円

たな卸資産評価損 876百万円

償却限度超過額 931

投資有価証券等評価損 286

賞与引当金繰入額 803

退職給付引当金繰入限度超過額 1,838

返品調整引当金その他の引当金 222

連結子会社繰越欠損金 94

その他 566

繰延税金資産　小計 5,620

評価性引当額 △264

繰延税金資産　合計 5,355百万円

繰延税金負債 繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △262百万円

データベース準備金 △46

その他有価証券評価差額金 △576

繰延税金負債　合計 △885百万円

固定資産圧縮積立金 △250百万円

データベース準備金 △36

その他有価証券評価差額金 △1,144

繰延税金負債　合計 △1,431百万円

繰延税金資産の純額 4,126百万円 繰延税金資産の純額 3,924百万円

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。

（注）繰延税金資産の純額は、連結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 1,867百万円

固定資産－繰延税金資産 2,466百万円

固定負債－繰延税金負債 △207百万円

流動資産－繰延税金資産 2,139百万円

固定資産－繰延税金資産 2,169百万円

固定負債－繰延税金負債 △383百万円

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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な項目別の内訳

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入
されない項目

2.4

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△0.7

住民税均等割等 4.5

持分法による投資損失 3.8

未実現利益の消去等連結修正
項目

2.5

評価性引当金の増減額 △11.2

外国子会社との税率差異 △0.1

設備投資減税等の特別税額控除 △9.4

そ　の　他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

32.5％

法定実効税率 40.4％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入
されない項目

2.0

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△1.3

住民税均等割等 2.2

未実現利益の消去等連結修正
項目

△0.6

評価性引当金の増減額 △22.3

外国子会社との税率差異 △0.5

設備投資減税等の特別税額控除 △6.1

そ　の　他 1.1

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

14.9％
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（セグメント情報）

１．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）

 

住宅地図
出版

関連事業
（百万円）

電子地図
関連事業
（百万円）

一般印刷
関連事業
（百万円）

その他
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
14,506 24,210 5,215 2,118 46,051 ― 46,051

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
16 95 443 187 742 (742) ―

計 14,523 24,306 5,659 2,306 46,794 (742) 46,051

営業費用 13,436 21,578 6,132 1,969 43,116 (752) 42,364

営業利益（損失：△） 1,086 2,727 △472 336 3,677 9 3,687

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出
       

資産 11,938 20,169 4,926 1,452 38,487 12,337 50,825

減価償却費 281 2,247 166 78 2,774 168 2,942

資本的支出 333 2,031 25 23 2,413 226 2,640

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）

 

住宅地図
出版

関連事業
（百万円）

電子地図
関連事業
（百万円）

一般印刷
関連事業

（百万円）

その他
事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ　売上高及び営業損益        

売上高        

(1）外部顧客に対する

売上高
14,738 27,040 5,159 2,067 49,006 ― 49,006

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
5 0 349 94 449 (449) ―

計 14,744 27,041 5,508 2,162 49,456 (449) 49,006

営業費用 13,657 23,584 5,367 1,783 44,393 (518) 43,875

営業利益（損失：△） 1,086 3,456 140 378 5,062 68 5,131

Ⅱ　資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出
       

資産 10,293 20,968 4,926 1,119 37,307 14,608 51,915

減価償却費 192 2,339 101 38 2,671 199 2,870

減損損失 ― 30 167 21 219 28 248

資本的支出 181 2,580 61 26 2,850 2 2,852
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　（注）１　事業区分の方法及び各事業に属する主要な製品の名称

(1）事業区分の方法………内部管理上採用している区分によっております。

(2）各事業に属する主要な製品の名称

①　住宅地図出版関連事業……住宅地図帳、応用地図

②　電子地図関連事業…………住宅地図データベース、カーナビゲーション用データ

③　一般印刷関連事業…………一般印刷物

④　その他事業…………………ＣＡＤ・ＣＡＥ受託処理、一般情報処理、仕入商品

２　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、余資運用資金（現金預金及び有価証券）、

長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

前連結会計年度　　　　　　　12,338百万円

当連結会計年度　　　　　　　14,608百万円

３　前連結会計年度の減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用に係るものが含まれております。

４　会計方針の変更

「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準を適用しており、

一般印刷関連事業の営業損益は40百万円増加しております。

２．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、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

３．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、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（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）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）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 701円42銭

１株当たり当期純利益 41円08銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 40円76銭

１株当たり純資産額 822円37銭

１株当たり当期純利益 105円33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、潜在株式が存在しないため、記載しておりま

せん。

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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。

 
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株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 1,610 4,104

普通株主に帰属しない金額（百万円） 99 120

（うち、利益処分による役員賞与金

（百万円））
(99) (120)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,511 3,984

普通株式の期中平均株式数（千株） 36,790 37,829

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 288 －

（うち、新株引受権（千株）） (288) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

―――――― ――――――

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。 
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５　生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称 前連結会計年度 当連結会計年度 前期比（％）

住宅地図出版関連事業 16,843 16,957 0.7

電子地図関連事業 24,530 27,037 10.2

一般印刷関連事業 5,191 5,172 △0.4

その他事業 609 567 △6.8

合計 47,174 49,734 5.4

　（注）１　金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２　上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。

(2）受注状況

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称
前連結会計年度 当連結会計年度

受注高 受注残高 受注高 前期比(％) 受注残高 前期比(％)

住宅地図出版関連事業 4,555 260 4,414 △3.1 327 25.6

電子地図関連事業 22,386 1,444 24,007 7.2 1,354 △6.2

一般印刷関連事業 5,187 283 5,125 △1.2 250 △11.9

その他事業 722 248 786 8.9 270 8.7

合計 32,851 2,237 34,334 4.5 2,202 △1.6

　（注）１　金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２　上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。

３　住宅地図出版関連事業においては、主として見込生産を行っております。

(3）販売実績

 （単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称 前連結会計年度 当連結会計年度 前期比（％）

住宅地図出版関連事業 14,506 14,738 1.6

電子地図関連事業 24,210 27,040 11.7

一般印刷関連事業 5,215 5,159 △1.1

その他事業 2,118 2,067 △2.4

合計 46,051 49,006 6.4

　（注）１　金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２　上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。

３　住宅地図出版関連事業は大部分を直接販売によっておりますが、一部を書店・特約店経由で行っております。

４　主要な取引先（総販売実績に対する割合が10％以上）に該当するものはありませんので記載を省略しており

ます。
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