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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５月１２日 

会 社 名  日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社    上場取引所      JASDAQ 
コード番号  ４７８３                  本社所在都道府県   東京都 
（ＵＲＬ http://www.ncd.co.jp/） 
代  表  者 役  職  名  代表取締役社長 
        氏    名  下條 武男 
問い合わせ先  責任者役職名  取締役経営企画室長 
        氏    名  松本 一明        ＴＥＬ（０３）５４３７－１０２１ 
決算取締役会開催日  平成１８年５月１２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２６日  定時株主総会開催日  平成１８年６月２３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                    (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 
 

18年３月期 
17年３月期 

百万円   ％ 
７，５５２（ 14.0） 
６，６２７（ △0.5） 

百万円   ％ 
３３６（ 20.1） 
２８０（   1.6） 

百万円   ％ 
３５１（ 13.5） 
３０９（   1.8） 

 

 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   ％ 
１８９（ △6.8） 
２０３（  67.0） 

円  銭 
２５.０５ 
２６.８１ 

円  銭 
２４.９７ 

－ 

％ 
１０.３ 
１１.６ 

％ 
８.１ 
７.５ 

％ 
４.７ 
４.７ 

(注) ①期中平均株式数      １８年３月期  7,371,179株   １７年３月期  7,600,000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 
④平成16年11月19日付けで、普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割いたしました。 
 なお、17年３月期の１株当たり当期純利益は、当該株式分割が期首に行われたものとして算定しております。 

 
 
(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 
 

18年３月期 
17年３月期 

円  銭 
７.００ 
５.００ 

円  銭 
０.００ 
０.００ 

円  銭 
７.００ 
５.００ 

百万円 
５０ 
３８ 

％ 
２７.９ 
１８.６ 

％ 
２.７ 
２.１ 

 
 
(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 
４，５９５ 
４，０９５ 

百万円 
１，８６６ 
１，８１８ 

％ 
４０.６ 
４４.４ 

円  銭 
２５７.０６ 
２３９.２３ 

(注) ①期末発行済株式数   １８年３月期 7,240,000株   １７年３月期 7,600,000株 
②期末自己株式数    １８年３月期  360,000株   １７年３月期     －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  

 
中間期 
通 期 

百万円 
３，６００ 
８，０００ 

百万円 
１４０ 
４００ 

百万円 
８０ 
２１０ 

円 銭 
３．５０ 
――― 

円 銭 
――― 
 ３．５０ 

円 銭 
――― 
 ７．００ 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) ２９円 ００銭 
 
 ＊ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資
料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可
能性があります。業績予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の８ページを参照してください。
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 １ 個別財務諸表 

(1)貸借対照表 
       （単位：千円） 

前期末 当期末   
（平成17年3月31日） （平成18年3月31日） 

前期比増減 

区分 
注記 
番号 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率 

(資産の部)   ％  ％  ％ 
Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金 ※２ 1,126,084  1,012,069  △114,015  

２ 受取手形  1,687  21,247  19,559  

３ 売掛金  1,533,404  1,655,842  122,438  

４ 商品  25,569  21,802  △3,766  

５ 仕掛品  42,879  221,632  178,752  

６ 前払費用  15,352  16,092  739  

７ 繰延税金資産  103,414  164,304  60,890  

８ 短期貸付金  6,662  ―  △6,662  

９ その他  32,727  45,582  12,855  

流動資産合計  2,887,782 70.5 3,158,574 68.7 270,791 9.4 
Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産        

(1) 建物 ※１･２ 102,945  97,704  △5,240  

(2) 構築物 ※１ 223  192  △31  

(3) 工具器具及び備品 ※１ 73,520  252,094  178,574  

(4) 土地 ※２ 327,601  317,735  △9,865  

有形固定資産合計  504,290 12.3 667,727 14.5 163,437 32.4 

２ 無形固定資産        

(1) ソフトウェア  41,302  41,087  △214  

(2) 電話加入権  3,800  3,800  ―  

無形固定資産合計  45,103 1.1 44,888 1.0 △214 △0.5 

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 ※２ 115,402  161,752  46,350  

(2) 関係会社株式  50,000  50,000  ―  

(3) 関係会社出資金  ―  10,848  10,848  

(4) 長期貸付金  38,037  31,015  △7,021  

(5) 長期前払費用  30,924  1,073  △29,851  

(6) 繰延税金資産  234,492  255,809  21,316  

(7) 敷金及び保証金  156,657  113,679  △42,978  

(8) 保険積立金  52,153  58,158  6,005  

(9) 前払年金費用  ―  47,069  47,069  

(10) その他  18,341  38,403  20,061  

貸倒引当金  △37,676  △43,184  △5,508  

投資その他の資産合計  658,334 16.1 724,626 15.8 66,292 10.1 

固定資産合計  1,207,727 29.5 1,437,242 31.3 229,514 19.0 

資産合計  4,095,510 100.0 4,595,816 100.0 500,306 12.2 
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       （単位：千円） 
前期末 当期末   

（平成17年3月31日） （平成18年3月31日） 
前期比増減 

区分 
注記 
番号 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率 

(負債の部)   ％  ％  ％ 
Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金  326,435  467,819  141,384  

２ 短期借入金 ※２ 416,999  582,793  165,794  
３ 一年以内返済予定 
長期借入金 ※２ 129,040  92,670  △36,370  

４ 一年以内償還予定社債  72,000  48,000  △24,000  

５ 未払金  37,627  187,360  149,733  

６ 未払費用  70,868  90,403  19,535  

７ 未払法人税等  126,706  173,412  46,706  

８ 未払消費税等  30,707  32,459  1,751  

９ 前受金  12,764  2,763  △10,001  

10 預り金  28,873  16,706  △12,167  

11 賞与引当金  212,290  280,289  67,999  

流動負債合計  1,464,313 35.8 1,974,677 43.0 510,364 34.9 
Ⅱ 固定負債        

１ 社債  48,000  ―  △48,000  

２ 長期借入金 ※２ 101,260  8,590  △92,670  

３ 退職給付引当金  428,343  473,337  44,994  

４ 役員退職慰労引当金  235,370  254,720  19,350  

５ その他  ―  18,156  18,156  

   固定負債合計  812,973 19.8 754,804 16.4 △58,169 △7.2 

負債合計  2,277,286 55.6 2,729,481 59.4 452,194 19.9 
(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※３ 438,750 10.7 438,750 9.5 ― ― 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  568,668  568,668  ―  

資本剰余金合計  568,668 13.9 568,668 12.4 ― ― 
Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金  59,000  59,000  ― ― 

２ 任意積立金        

(1) プログラム等準備金  39,511  29,501  △10,009  

(2) 別途積立金  300,000  500,000  200,000  

３ 当期未処分利益  396,258  358,179  △38,078  

利益剰余金合計  794,770 19.4 946,681 20.6 151,911 19.1 

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

 16,035 0.4 40,394 0.9 24,359 151.9 

Ⅴ 自己株式 ※４ ― ― △128,160 △2.8 △128,160 ― 

資本合計  1,818,223 44.4 1,866,334 40.6 48,111 2.6 

負債・資本合計  4,095,510 100.0 4,595,816 100.0 500,306 12.2 
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 (2)損益計算書 
       （単位：千円） 

  
前期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前期比増減 

区分 
注記 
番号 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 増減率 

   ％  ％  ％ 
Ⅰ 売上高  6,627,830 100.0 7,552,872 100.0 925,041 14.0 

Ⅱ 売上原価  5,255,206 79.3 6,122,846 81.1 867,640 16.5 

売上総利益  1,372,624 20.7 1,430,025 18.9 57,401 4.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１･２ 1,092,166 16.5 1,093,177 14.4 1,011 0.1 

営業利益  280,458 4.2 336,848 4.5 56,389 20.1 

Ⅳ 営業外収益  40,734 0.7 28,762 0.4 △11,971 △29.4 

１ 受取利息  2,625  1,392  △1,232  

２ 受取配当金  7,575  4,212  △3,362  

３ 家賃収入  10,599  10,104  △495  

４ 補助金等  7,230  6,369  △860  

５ 保険配当金等  8,925  ―  △8,925  

６ 雑収入  3,778  6,682  2,904  

Ⅴ 営業外費用  11,471 0.2 14,024 0.2 2,552 22.3 

１ 支払利息  9,060  7,468  △1,591  

２ 社債利息  591  333  △257  

３ 貸倒引当金繰入額  ―  5,508  5,508  

４ 雑損失  1,820  713  △1,106  

経常利益  309,720 4.7 351,586 4.7 41,865 13.5 

Ⅵ 特別利益  123,396 1.9 ― ― △123,396 ― 

１ 投資有価証券売却益  25,233  ―  △25,233  

２ 保険金  91,899  ―  △91,899  

３ その他  6,263  ―  △6,263  

Ⅶ 特別損失  77,191 1.2 21,850 0.3 △55,340 △71.7 

１ 固定資産売却損 ※３ 8,355  ―  △8,355  

２ 減損損失 ※４ ―  9,865  9,865  

３ 投資有価証券評価損  ―  4,105  4,105  

４ 役員退職慰労金  ―  7,684  7,684  
５ 退職給付会計基準変更時差異 
償却額  59,901  ―  △59,901  

６ その他  8,934  195  △8,738  

税引前当期純利益  355,926 5.4 329,736 4.4 △26,189 △7.4 

法人税、住民税及び事業税  147,032 2.2 238,750 3.2 91,717 62.4 

法人税等調整額  5,063 0.1 △98,926 △1.3 △103,989 ― 

当期純利益  203,829 3.1 189,911 2.5 △13,918 △6.8 

前期繰越利益  192,428  168,268  △24,160  

当期未処分利益  396,258  358,179  △38,078  
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(3)利益処分案 
       （単位：千円） 

  
前期 

(平成17年3月期) 
当期 

(平成18年3月期) 前期比増減 

区分 
注記 
番号 

金額 金額 金額 

Ⅰ 当期未処分利益  396,258 358,179 △38,078 

Ⅱ 任意積立金取崩額     

 １ プログラム等準備金取崩額  10,009 9,488 △521 

合 計  406,268 367,667 △38,600 

Ⅲ 利益処分額     

 １ 配当金  38,000 50,680 12,680 
  (１株につき５円) (１株につき７円)  

 ２ 役員賞与金  ― 5,200 5,200 

（うち監査役賞与金）  (―) (500) (500) 

 ３ 任意積立金     

別途積立金  200,000 ― △200,000 

Ⅳ 次期繰越利益  168,268 311,787 143,519 
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重要な会計方針 
 

項目 
前期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評
価方法 

 

(1) 子会社株式 
移動平均法による原価法 
 
(2) その他有価証券 
時価のあるもの 
 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 

(1) 子会社株式 
  同左 
 
(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) 商品 
 総平均法による原価法 
(2) 仕掛品 
 個別法による原価法 

(1) 商品 
   同左 
(2) 仕掛品 
   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(ただし、平成10年４月１日以降取
得した建物(付属設備を除く)については、
定額法) 
 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 
  建物        10～22年 
  工具器具及び備品  ４～15年 
  

(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(付属設備を除く)については、
定額法) 
 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 
  建物        10～22年 
  工具器具及び備品  ４～20年 
 

 

(2) 無形固定資産 
 パッケージソフトウェア(市場販売目的
のソフトウェア)については、経済的耐用年
数(３年)に基づく定額法 
 自社利用のソフトウェアについては、社
内における見込利用可能期間(５年)に基づ
く定額法 
  

(2) 無形固定資産 
   同左 
 

 
(3) 長期前払費用 
 均等償却   

(3) 長期前払費用 
 同左 
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項目 
前期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期 
(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、貸付金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 
 従業員に対して支給する賞与の支出に
備えるため、支給見込額に基づき計上して
おります。 
 

(2) 賞与引当金 
   同左 
 

 (3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当期末
における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき計上しております。 
 なお、会計基準変更時差異(299,508千
円)は、５年による按分額を費用処理して
おり、当期で終了いたしました。 
 数理計算上の差異は、翌期に一括費用処
理することとしております。 
  

(3) 退職給付引当金 
従業員の退職給付に備えるため、当期末
における退職給付債務及び年金資産の見
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（５
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、翌期に一括費用処
理することとしております。 
 

 (4) 役員退職慰労引当金 
 役員の退職慰労金の支出に備えるため、
内規に基づく期末要支給額を計上してお
ります。 

(4) 役員退職慰労引当金 
   同左 

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。 

       同左       

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 
  特例処理によっております。 
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 
  ヘッジ手段 ―― 金利スワップ 
  ヘッジ対象 ―― 借入金金利 
(3) ヘッジ方針 
 金利変動リスクを回避する目的によ
り、対象債務の範囲内でヘッジを行って
おります。 

(4) ヘッジの有効性評価の方法 
 全て特例処理による金利スワップで
あり、有効性評価を省略しております。 

 
      ――――― 

７ その他財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 
 消費税及び地方消費税の会計処理は税
抜き方式によっております。 

消費税等の会計処理 
  同左 
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会計処理の変更 

 
前期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期 
(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） 

 当期から「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。 
 これにより、税引前当期純利益が9,865千円減少しておりま
す。 
 
（退職給付に係る会計基準） 
 当期から「「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。 
 これによる損益に与える影響はありません。 

 

表示方法の変更 
 

前期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

 
        ――――― 

 
（貸借対照表） 
  「前払年金費用」は、前期末においては、投資その他の
資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当期末
において資産の総額の100分の１を超えることとなったた
め、当期より区分掲記しております。 
なお、前期の「前払年金費用」は18,341千円であります。 

 
（損益計算書） 
１  「保険配当金等」は、前期においては、営業外収益の「雑
収入」に含めて表示しておりましたが、当期において営業
外収益の総額の100分の10を超えることとなったため、当期
より区分掲記しております。 
なお、前期の「保険配当金等」は3,024千円であります。 
 

２  「固定資産売却損」は、前期においては、特別損失の「固
定資産売却除却損」に含めて表示しておりましたが、当期
において特別損失の総額の100分の10を超えることとなっ
たため、当期より区分掲記しております。 
なお、前期の「固定資産売却損」は2,467千円、「固定資
産除却損」は6,672千円であります。 
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注 記 事 項 

(貸借対照表関係) 
 

前期末 
(平成17年３月31日) 

当期末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  ※１ 有形固定資産の減価償却累計額  
                                157,284千円                                 194,823千円 
  
※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 
  (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 108,300千円
建物 48,493千円
土地 112,287千円
投資有価証券 18,888千円
   計 287,969千円

 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 
  (1) 担保に供している資産 

現金及び預金 108,300千円
建物 46,039千円
土地 112,287千円
投資有価証券 36,000千円
   計 302,627千円

 
  (2) 上記に対応する債務 

短期借入金 250,003千円
一年以内返済予定 
長期借入金 63,240千円

長期借入金 49,060千円
   計 362,303千円

 

  (2) 上記に対応する債務 
短期借入金 250,003千円
一年以内返済予定 
長期借入金 40,470千円

長期借入金 8,590千円
   計 299,063千円

 
  
※３ 授権株式数 普通株式 14,000,000株
 発行済株式総数 普通株式 7,600,000株
 

※３ 授権株式数 普通株式 14,000,000株
 発行済株式総数 普通株式 7,600,000株
 

  
※４        ――――― ※４ 自己株式の保有数 普通株式   360,000株

 
  
５ 配当制限 ５ 配当制限 
   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

したことにより増加した純資産額は、16,035千円であり
ます。 

   商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付
したことにより増加した純資産額は、40,394千円であり
ます。 

  
６ 当期中の発行済株式数の増加内訳 
  平成16年11月19日付株式分割による新株の発行 

(1) 分割比率               １：２ 
(2) 発行株式数           3,800,000株 
 

６         ――――― 
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(損益計算書関係) 
 

前期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期 
(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なもの 
役員報酬 133,360千円
給与手当 325,095千円
賞与 49,610千円
賞与引当金繰入額 40,092千円
退職給付費用 21,857千円
役員退職慰労引当金繰入額 41,103千円
法定福利費 50,517千円
業務委託費 74,086千円
地代家賃 81,900千円
減価償却費 19,429千円
  

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの 
役員報酬 137,700千円
給与手当 327,507千円
賞与 49,137千円
賞与引当金繰入額 51,389千円
退職給付費用 36,222千円
役員退職慰労引当金繰入額 38,765千円
法定福利費 49,644千円
業務委託費 70,920千円
地代家賃 80,585千円
減価償却費 18,374千円
  

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、9,948千円であり
ます。 

※２        ――――― 

※３ 固定資産売却損の内訳 
建物 4,053千円
構築物 223千円
土地 4,078千円
  

 

※３        ――――― 

※４        ――――― ※４ 減損損失 
 
当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上
いたしました。 
 
用途 遊休 

種類 土地 

場所 静岡県函南町 

減損損失 9,865千円 

回収可能価額 正味売却価額 
 
（グルーピングの方法） 
事業部門別を基本とし、パーキングシステム部門にお
いては各駐輪場施設単位に、将来の使用が見込まれてい
ない遊休資産については個々の物件単位でグルーピン
グをしております。 
 
（経緯） 
上記資産グループについては、市場価格が著しく下落
していることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額
し、当該減少額9,865千円を減損損失として特別損失に
計上しております。 
 
（回収可能価額の算定方法等） 
 正味売却価額は、不動産鑑定評価額を基に算定して
おります。 
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(リース取引関係) 
 

前期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引 
 

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 
 

 
 

  当期から「支払利子込み法」から支払利息相当額を控除す
る方法に変更しております。 
 

１ 借主側 
(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 借主側 
(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 

  工具器具 
及び備品 

 
車両運搬具 

 
合計  

取得価額 
相当額  16,306千円 3,274千円 19,580千円 

減価償却累 
計額相当額  13,417千円 2,292千円 15,710千円 

期末残高 
相当額  2,888千円 982千円 3,870千円 
    

 
 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が、有形
固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み
法により算定しております。 

  工具器具 
及び備品 

 
車両運搬具 

 
合計  

取得価額 
相当額  11,184千円 1,789千円 12,974千円 

減価償却累 
計額相当額  8,288千円 1,610千円 9,899千円 

期末残高 
相当額  2,895千円 178千円 3,074千円 
    

 
 なお、「支払利子込み法」により算定した金額は、下記のと
おりであります。   
  

  工具器具 
及び備品 

 
車両運搬具 

 
合計  

取得価額 
相当額  11,887千円 3,274千円 15,162千円 

減価償却累 
計額相当額  8,661千円 2,947千円 11,608千円 

期末残高 
相当額  3,225千円 327千円 3,553千円 
     

  
(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 3,478千円
１年超 392千円
 合計 3,870千円

 
 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期
末残高が、有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、
支払利子込み法により算定しております。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 903千円
１年超 2,348千円
 合計 3,251千円

 
 なお、「支払利子込み法」により算定した金額は、下記のと
おりであります。   

１年以内 1,024千円
１年超 2,528千円
 合計 3,553千円

 
  
(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 4,900千円
減価償却費相当額 4,900千円

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 
支払リース料 3,806千円
減価償却費相当額 3,613千円
支払利息相当額 304千円

 
  
(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
よっております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 
減価償却費相当額の算定方法 
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
によっております。 
利息相当額の算定方法 
 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を
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。 
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前期 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

２ 転リース 
(1) 未経過支払リース料期末残高相当額 

１年以内 321,859千円
１年超 1,121,252千円
 合計 1,443,111千円

 

２ 転リース 
(1) 未経過支払リース料期末残高相当額 

１年以内 434,951千円
１年超 1,555,465千円
 合計 1,990,416千円

 
  

(2) 未経過受取リース料期末残高相当額 
１年以内 321,859千円
１年超 1,121,252千円
 合計 1,443,111千円

 

(2) 未経過受取リース料期末残高相当額 
１年以内 434,951千円
１年超 1,555,465千円
 合計 1,990,416千円
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(有価証券関係) 

前期末（平成17年３月31日）及び当期末（平成18年３月31日）のいずれにおいても、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。 

 
 

(税効果会計関係) 
 

前期末 
(平成17年３月31日) 

当期末 
(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 
  役員退職慰労引当金 95,795千円 
  退職給付引当金損金算入限度 
  超過額 

163,341千円 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 15,334千円 
  賞与引当金損金算入限度超過額 86,402千円 
  有価証券評価損否認額 801千円 
  その他 23,622千円 
   繰延税金資産小計 385,296千円 
  評価性引当額 △16,135千円 
   繰延税金資産合計 369,161千円 
  
  
 繰延税金負債  
  プログラム等準備金 △20,248千円 
  その他有価証券評価差額金 △11,005千円 
   繰延税金負債合計 △31,253千円 
  
 繰延税金資産の純額 337,907千円 
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 繰延税金資産 
  役員退職慰労引当金 103,671千円 
  退職給付引当金損金算入限度 
  超過額 

173,491千円 

  貸倒引当金損金算入限度超過額 17,576千円 
  賞与引当金損金算入限度超過額 114,077千円 
  有価証券評価損否認額 2,472千円 
  減損損失 4,015千円 
  その他 61,367千円 
   繰延税金資産小計 476,670千円 
  評価性引当額 △15,095千円 
   繰延税金資産合計 461,575千円 
  
 繰延税金負債  
  プログラム等準備金 △13,736千円 
  その他有価証券評価差額金 △27,724千円 
   繰延税金負債合計 △41,460千円 
  
 繰延税金資産の純額 420,114千円 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
差異の原因となった主な項目別の内訳 
 
  法定実効税率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
差異の原因となった主な項目別の内訳 
 
     同左 
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(１株当たり情報) 
 

前期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額    239円23銭 

１株当たり当期純利益     26円81銭 

潜在株式調整後 
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に
ついては、潜在株式がないため記載して
おりません。 

 

１株当たり純資産額    257円06銭 

１株当たり当期純利益     25円05銭 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

    24円97銭 
 

  １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

損益計算書上の当期純
利益 203,829千円 

  
普通株式に係る 
当期純利益 

203,829千円 

普通株式の期中平均株
式数 

7,600千株 

   

  １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

損益計算書上の当期純
利益 189,911千円 

  
普通株主に 
帰属しない金額 

5,200千円 

  （うち利益処分による 
役員賞与金） （5,200千円）

  
普通株式に係る 
当期純利益 

184,711千円 

普通株式の期中平均株
式数 

7,371千株 

   

 
  潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

当期純利益調整額 ―千円 
  
普通株式増加数 25千株 
  
（うち新株予約権 25千株）
  
なお、希薄化効果を有しない潜在株
式はありません。 
   

当社は、平成16年11月19日付けで、普通株式１株につき２株
の株式分割を行っております。 
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前
期における１株当たり情報については、以下のとおりとなりま
す。 
 

１株当たり純資産額 220円36銭 
  １株当たり当期純利益 14円99銭 

 

 

 

 
 
 

(重要な後発事象) 
 

前期 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期 
(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。 
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役員の異動役員の異動役員の異動役員の異動（平成18年6月23日付）    

 
(1) 代表者の異動 

代 表 取 締 役 会 長   下 條  武 男 （現 代表取締役社長） 

代 表 取 締 役 社 長   伊 藤  敬 夫 （現 取締役執行役員 管理部門担当、総務部長兼人事部長） 

 

(2) 退任予定取締役 

小 黒  節 子 （現 代表取締役副社長） 

（当社最高顧問に就任予定） 

 

(3) 昇格予定取締役 

専 務 取 締 役   松 本  一 明 （現 取締役執行役員 経営企画室長） 
経 営 企 画 室 長 

 

(4) 新任執行役員候補 

執 行 役 員   宮 田  大 介 （現 ＩＴサービス事業部 営業部長） 
ＩＴサービス事業部 
営 業 部 長 
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