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平成 18 年 ３ 月期   個別財務諸表の概要           平成18年５月19日 

会 社 名 東京日産コンピュータシステム株式会社    上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 ３３１６                  本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.tcs-net.co.jp/ir/news/index.html） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 齊藤 学 
問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役 

        氏    名 加藤 真男           ＴＥＬ（03）5466－5530 

決算取締役会開催日  平成18年５月19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22日     定時株主総会開催日  平成18年６月21日 

単元株制度採用の有無 無 

 

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   ％
10,406   （△25.6）
13,983   （  25.3）

百万円   ％
462   （  7.4）
430   （  25.7）

百万円   ％
467   （   6.1）
441   （  43.1）

 

 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   ％ 
269   （   9.7） 
245   （  39.9） 

円 銭
 20,290  86
20,171  85 

円 銭
― 
― 

％
13.5 
16.9 

％ 
9.0  
8.6  

％
4.5 
3.2 

(注)①持分法投資損益      18年３月期  ― 百万円     17年３月期  ― 百万円 

②期中平均株式数      18年３月期    12,600 株   17年３月期    11,690 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) 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
5,000  00
5,000  00

円  銭 
― 
― 

円  銭
5,000  00
5,000  00

百万円
63   
63   

％ 
24.6  
24.8  

％
3.0 
3.3 

(注) 17年３月期 期末配当金の内訳 普通配当金 3,000円  記念配当金 2,000円 

 

(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 
4,617    
5,813    

百万円
2,094   
1,886   

％ 
45.4  
32.5  

円  銭
165,160  55
148,987  11

(注)①期末発行済株式数   18年３月期    12,600 株   17年３月期    12,600 株 

②期末自己株式数    18年３月期        ― 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 
5,330    
11,000    

百万円
270   
550   

百万円
150   
310   

円 銭
―  
―  

円 銭 
―   

5,000 00 

円 銭
―  

5,000 00

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 24,603 円 17 銭 

 
※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能となる情報に基づき作成しておりますが、実際の業績

は、今後、様々な要因によって大きく異なる可能性があります。 



【個別情報】 

１．財 務 諸 表 等  
財 務 諸 表 

（１） 貸 借 対 照 表 

 

  
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) 

区  分 
注記 
番号 

金  額(千円) 
構成比
(％)

金  額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  503,138  654,608

２ 受取手形  24,553  25,145

３ 売掛金 ※１ 4,308,027  2,135,646

４ 商品  191,630  33,343

５ 仕掛品  29,721  7,869

６ 貯蔵品  352  122

７ 前渡金  133,567  133,548

８ 前払費用  17,901  18,445

９ 繰延税金資産  44,681  46,024

10 その他 ※１ 3,271  40,900

   貸倒引当金  △1,900  △400

流動資産合計  5,254,944 90.4  3,095,254 67.0

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物  76,393 78,164 

減価償却累計額  △42,662 33,731 △48,898 29,265

(2) 構築物  520 520 

減価償却累計額  △277 242 △327 192

(3) 車両運搬具  7,093 2,578 

減価償却累計額  △4,936 2,156 △1,945 632

(4) 工具、器具及び備品  141,846 159,896 

減価償却累計額  △86,890 54,956 △107,882 52,013

有形固定資産合計  91,087 1.6  82,105 1.8

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  61,998  139,432

無形固定資産合計  61,998 1.1  139,432 3.0

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  268,368  287,704

(2) 関係会社株式  ―  870,000

(3) 従業員長期貸付金  576  ―

(4) 破産更生債権  ―  1,177

(5) 繰延税金資産  23,177  20,461

(6) 長期未収入金  3,634  ―

(7) 長期積立保険金  54,817  69,206

(8) 敷金  47,934  42,607

(9) ゴルフ会員権  28,000  28,000

    貸倒引当金  △21,200  △18,700

投資その他の資産合計  405,307 6.9  1,300,456 28.2

固定資産合計  558,393 9.6  1,521,994 33.0

資産合計  5,813,338 100.0  4,617,248 100.0
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【個別情報】 

 

 

 

 
 

  
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) 

区  分 
注記 
番号 

金  額(千円) 
構成比
(％)

金  額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 買掛金  2,456,340  1,265,108

２ 短期借入金  700,000  500,000

３ 未払金  38,048  17,453

４ 未払費用  67,602  60,906

５ 未払法人税等  117,769  118,502

６ 未払消費税等  18,813  25,637

７ 前受金  187,729  205,272

８ 預り金  8,903  9,899

９ 賞与引当金  71,000  72,100

流動負債合計  3,666,206 63.0  2,274,880 49.3

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金  237,373  220,485

２ 役員退職慰労引当金  23,020  27,360

固定負債合計  260,393 4.5  247,845 5.3

負債合計  3,926,600 67.5  2,522,725 54.6

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※３ 867,740 14.9  867,740 18.8

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  447,240  447,240

資本剰余金合計  447,240 7.7  447,240 9.7

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  12,687  12,687

２ 任意積立金   

(1) プログラム準備金  47,440 47,440 

(2) 特別償却準備金  16,900 25,015 

(3) 別途積立金  200,000 264,340 350,000 422,455

３ 当期未処分利益  291,505  330,055

利益剰余金合計  568,533 9.8  765,198 16.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金  3,223 0.1  14,344 0.3

資本合計  1,886,737 32.5  2,094,522 45.4

負債資本合計  5,813,338 100.0  4,617,248 100.0
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【個別情報】 

 

 

（２） 損 益 計 算 書 
 

  

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

区  分 
注記 

番号 
金  額(千円) 

百分比

(％)
金  額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 ※１  

１ ソリューション 

プロバイダー事業 
 12,903,715 9,928,583 

２ システム運用管理 

受託事業 
 492,000 ― 

３ コンピュータ用品 

販売事業 
 585,106 475,638 

４ 収入手数料  2,799 13,983,621 100.0 2,031 10,406,252 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ ソリューション 

プロバイダー事業原価 
 11,908,612 8,710,025 

２ システム運用管理 

受託事業原価 
 285,872 ― 

３ コンピュータ用品 

販売事業原価 
 539,451 12,733,936 91.1 439,113 9,149,138 87.9

売上総利益  1,249,684 8.9  1,257,114 12.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 818,714 5.8  794,191 7.6

営業利益  430,970 3.1  462,922 4.5

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  76 61 

２ 受取配当金  3,395 5,855 

３ 保険解約返戻金  18,908 1,891 

４ 未請求債務整理益  401 354 

５ その他  2,931 25,714 0.2 1,553 9,717 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  7,145 3,784 

２ 株式公募費用  7,061 ― 

３ 商品廃棄損  1,454 946 

４ その他  20 15,682 0.1 34 4,765 0.1

経常利益  441,002 3.2  467,874 4.5

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益  7,700 1,500 

２ 固定資産売却益 ※３ ― 7,700 0.0 307 1,807 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※４ 4,494 1,021 

２ 固定資産売却損 ※５ ― 70 

３ ゴルフ会員権評価損 ※６ 14,900 19,394 0.1 ― 1,091 0.0

税引前当期純利益  429,308 3.1  468,590 4.5

法人税、住民税及び事業税  177,038 205,685 

法人税等調整額  6,960 183,999 1.3 △6,259 199,425 1.9

当期純利益  245,308 1.8  269,164 2.6

前期繰越利益  46,196  60,890

当期未処分利益  291,505  330,055
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【個別情報】 

 

 

（３） キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区  分 
注記
番号

金  額(千円) 金  額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  429,308 468,590 

減価償却費  45,732 46,671 

貸倒引当金の増減額(減少は△)  △7,700 △4,000 

賞与引当金の増減額(減少は△)  1,700 1,100 

退職給付引当金の増減額(減少は△)  △12,293 △16,887 

役員退職慰労引当金の増減額(減少は△)  140 4,340 

受取利息及び受取配当金  △3,472 △5,917 

保険解約返戻金  △18,908 △1,891 

支払利息  7,145 3,784 

固定資産売却益  ― △307 

固定資産売却損  ― 70 

固定資産除却損  4,494 1,021 

ゴルフ会員権評価損  14,900 ― 

売上債権の増減額(増加は△)  △1,463,061 2,154,160 

たな卸資産の増減額(増加は△)  △17,441 180,369 

仕入債務の増減額(減少は△)  432,522 △1,191,213 

未払消費税等の増減額(減少は△)  △8,173 6,824 

役員賞与の支払額  △6,800 △9,500 

その他  4,807 4,905 

小計  △597,100 1,642,119 

利息及び配当金の受取額  3,680 5,917 

利息の支払額  △6,814 △3,882 

法人税等の支払額  △147,753 △205,274 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △747,988 1,438,879 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △31,242 △32,697 

有形固定資産の売却による収入  ― 1,400 

無形固定資産の取得による支出  △11,953 △117,118 

投資有価証券の取得による支出  △115,449 △582 

関係会社株式の取得による支出  ― △870,000 

長期積立保険金の解約による収入  53,612 3,547 

長期積立保険金の増加による支出  △22,324 △16,045 

その他  10,275 6,344 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △117,081 △1,025,151 

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  △80,000 △200,000 

配当金の支払額  △31,800 △62,257 

株式の発行による収入  647,980 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  536,180 △262,257 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少は△）  △328,890 151,470 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  832,028 503,138 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  503,138 654,608 
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【個別情報】 

 

 

（４） 利 益 処 分 案 

 

  
前事業年度 

(平成17年６月22日) 

当事業年度 

(平成18年６月21日) 

区  分 
注記 

番号 
金  額(千円) 金  額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  291,505  330,055

Ⅱ 任意積立金取崩額   

１ 特別償却準備金取崩額  3,745 3,745 6,424 6,424

合 計  295,250  336,480

Ⅲ 利益処分額   

１ 配当金  63,000 63,000 

２ 役員賞与金  9,500 13,500 

(内、監査役賞与金)  (500) (500)

３ 任意積立金   

(1) 特別償却準備金  11,860 7,293 

(2) 別途積立金  150,000 234,360 150,000 233,793

Ⅳ 次期繰越利益  60,890  102,686

   

（注）日付は、株主総会承認日及びその予定日であります。 
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【個別情報】 

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 

移動平均法による原価法によって

おります。 

その他有価証券 

 時価のあるもの 

 …期末日前１ヶ月の市場価格の平均

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) 

 

 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 

 …期末日前１ヶ月の市場価格の平

均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) 

    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 たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商  品 

  個別法による原価法によっており

ます。 

(1) 商  品 

同  左 

 (2) 仕掛品 

  個別法による原価法によっており

ます。 

(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 

  定率法によっております。 

  なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

(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。 

  なお、償却年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

  ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。 

(2) 無形固定資産 

同  左 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出時に全額費用処理しておりま

す。 

――――――― 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  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 
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【個別情報】 

 

 

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) 

 (2) 賞与引当金 

  従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の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、簡便

法により計上しております。 

(3) 退職給付引当金 

同  左 

 (4) 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 

同  左 

６ 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 

７ 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

しか負わない短期的投資であります。

同  左 

８ 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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【個別情報】 

会計処理の変更 

 

前事業年度 

(自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

―――――――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

「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)を当

事業年度から適用しております。 

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) 

(外形標準課税) 

「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律

第９号)が平成15年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」(平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税

の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理費が8,188千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、そ

れぞれ同額減少しております。 

―――――――――― 
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【個別情報】 

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 関係会社に対する資産及び負債 

   各科目に含まれているものは、次のとおりであり

ます。 

売掛金 6,865千円
 

※１ 関係会社に対する資産及び負債 

   各科目に含まれているものは、次のとおりであり

ます。 

売掛金 6,030千円

その他 29,568千円
 

 ２ 偶発債務 

   当社従業員の金融機関からの借入に対して債務保

証を行っております。 

当社従業員 2,486千円
 

 ２ 偶発債務 

   当社従業員の金融機関からの借入に対して債務保

証を行っております。 

当社従業員 2,091千円
 

※３ 会社が発行する株式 普通株式  25,600株 

    発行済株式総数  普通株式  12,600株 

※３ 会社が発行する株式 普通株式  50,400株 

    発行済株式総数  普通株式  12,600株 

 ４ 投資有価証券の時価評価により、純資産額が、

3,223千円増加しております。なお、当該金額は

商法施行規則第124条第３号の規定により、配当

に充当することが制限されております。 

 ４ 投資有価証券の時価評価により、純資産額が、

14,344千円増加しております。なお、当該金額

は商法施行規則第124条第３号の規定により、配

当に充当することが制限されております。 
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【個別情報】 

(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 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

売上高 83,643千円
 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

売上高 41,987千円
 

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

販売諸掛費 102,614千円

給与手当 301,457千円

賞与 49,101千円

賞与引当金繰入額 36,224千円

退職給付費用 23,062千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,940千円

福利厚生費 49,564千円

減価償却費 15,984千円

賃借料 55,524千円
 

※２ 販売費及び一般管理費の主なもの 

貸倒引当金繰入額 1,100千円

販売諸掛費 69,320千円

給与手当 311,161千円

賞与 36,889千円

賞与引当金繰入額 37,933千円

退職給付費用 24,743千円

役員退職慰労引当金繰入額 6,410千円

福利厚生費 49,158千円

減価償却費 17,055千円

賃借料 44,036千円

旅費交通費 43,551千円
 

    おおよその割合 

販売費 51％

一般管理費 49％
 

    おおよその割合 

販売費 48％

一般管理費 52％
 

※３     ―――――――――― 

 
 

※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

車両運搬具 307千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

建物附属設備 4,022千円

工具、器具及び備品 472千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

工具、器具及び備品 1,021千円

 
 

※５     ―――――――――― 

 
 

※５ 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。

車両運搬具 70千円
 

※６ 貸倒引当金繰入額であります。 ※６     ―――――――――― 

 

 

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

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) 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金 503,138千円

現金及び現金同等物 503,138千円
 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載され

ている科目の金額との関係 

現金及び預金 654,608千円

現金及び現金同等物 654,608千円
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【個別情報】 

(リース取引関係) 

有価証券報告書についてＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため、記載を省略しております。 

 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成17年３月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区  分 取得原価(千円) 
貸借対照表日における 
貸借対照表計上額(千円)

差額(千円) 

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

 

 ① 株  式 137,003 154,296 17,293

小  計 137,003 154,296 17,293

貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

 

 ① 株  式 113,735 101,879 △11,856

小  計 113,735 101,879 △11,856

合  計 250,738 256,175 5,436

(注) １ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

２ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には、時価の回

復可能性がないものとして一律に減損処理を実施し、下落率が30％以上50％未満の場合には、時価

の回復可能性の判定を行い、減損処理の要否を決定しております。 

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 

区  分 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

  非上場株式 

 

12,192 

合  計 12,192 

(注) 減損処理を行った有価証券については、減損処理後の帳簿価額を計上しております。 

 

当事業年度(平成18年３月31日現在) 

１ 連結財務諸表の注記として記載しております。 

２ 子会社株式で時価のあるものはありません。また、関連会社は存在しておりません。 

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

デリバティブ取引を全く行っていないため、該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

連結財務諸表の注記として記載しております。 
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【個別情報】 

(退職給付関係) 

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 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、確定拠出型年金制度及び閉鎖型企業年金制度

を採用しております。なお、従来は、厚生年金基金制

度を採用しておりましたが、平成16年１月１日より、

過去分については閉鎖型企業年金に移行し、将来分に

ついては確定拠出型年金を導入しております。 

連結財務諸表の注記として記載しております。 

２ 退職給付債務に関する事項 

①退職給付債務 △249,324千円

②年金資産 11,950千円

③退職給付引当金 △237,373千円
 

 

(注) １ 退職給付債務の算定は、簡便法を採用してお

ります。 

   ２ 厚生年金基金制度の過去分については閉鎖型

新企業年金制度へ移行するとともに、将来分

については確定拠出型年金制度を導入してお

ります。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

①勤務費用 37,749千円

②退職給付費用 37,749千円

③確定拠出型掛金費用 7,041千円

④   計 44,791千円
 

 

(注) 簡便法を採用しているため、退職給付費用は「勤

務費用」として記載しております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  簡便法を採用しているため、該当事項はありません。
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【個別情報】 

(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) 

  ①流動資産 

   賞与引当金損金算入限度超過額 28,897千円

   未払事業税否認 10,033千円

   その他 5,750千円

    小計 44,681千円
 

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) 

  ①流動資産 

   賞与引当金損金算入限度超過額 29,344千円

   未払事業税否認 10,890千円

   その他 5,789千円

    小計 46,024千円
 

  ②固定資産 

   退職給付引当金損金算入限度 

   超過額 
65,749千円

   役員退職慰労引当金否認 9,369千円

   投資有価証券評価損 7,552千円

   その他 9,419千円

    小計 92,090千円

   評価性引当額 △16,972千円

   その他有価証券評価差額金 △2,212千円

   繰延税金負債(固定)との相殺 △49,729千円

   繰延税金資産(固定)合計 23,177千円

    繰延税金資産合計 67,858千円

  (繰延税金負債) 

   固定負債 

   プログラム準備金 △32,560千円

   特別償却準備金 △17,169千円

   繰延税金資産(固定)との相殺 49,729千円

    繰延税金負債合計 ―千円

   差引：繰延税金資産(負債) 

   の純額 
67,858千円

  

  ②固定資産 

   退職給付引当金損金算入限度 

   超過額 
69,049千円

   役員退職慰労引当金否認 11,135千円

   投資有価証券評価損 7,552千円

   その他 11,797千円

    小計 99,534千円

   評価性引当額 △18,902千円

   その他有価証券評価差額金 △9,845千円

   繰延税金負債(固定)との相殺 △50,325千円

   繰延税金資産(固定)合計 20,461千円

    繰延税金資産合計 66,485千円

  (繰延税金負債) 

   固定負債 

   プログラム準備金 △32,560千円

   特別償却準備金 △17,765千円

   繰延税金資産(固定)との相殺 50,325千円

    繰延税金負債合計 ―千円

   差引：繰延税金資産(負債) 

   の純額 
66,485千円

  

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 40.7％

  （調 整） 

   交際費等永久に損金に算入され 

   ない項目 
0.9％

   受取配当金等永久に益金に算入 

   されない項目 
△0.1％

   住民税均等割等 0.2％

   評価性引当額 1.0％

   その他 0.2％

   税効果会計適用後の法人税等の 

   負担率 
42.9％

 

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 40.7％

  （調 整） 

   交際費等永久に損金に算入され 

   ない項目 
0.9％

   受取配当金等永久に益金に算入 

   されない項目 
△0.2％

   住民税均等割等 0.6％

   評価性引当額 0.2％

   その他 0.4％

   税効果会計適用後の法人税等の 

   負担率 
42.6％
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【個別情報】 

(持分法投資損益等) 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日)及び当事業年度(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日)ともに、該当事項はありません。 

 

 

(関連当事者との取引） 

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 兄弟会社等 

 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

768,148 売掛金 99,406

親会社
の 
子会社 

東 京 日 産 
自動車販売 
株 式 会 社 

東京都 
品川区 500,000 

自動車及
び部用品
の販売 

― ― 

当社商品
( コンピ
ュータ機
器類 ) の
販売及び
システム
運用管理
受託 

当 社 商 品
(コンピュ
ー タ 機 器
類)の販売
及びシステ
ム運用管理
受託(注)２

― 前受金 645

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注) １ 上記金額のうち取引金額は消費税等抜きの金額で、期末残高は消費税等込みの金額で記載しております。 

２ コンピュータ機器類の販売及びシステム運用管理受託については、市場価格を勘案して一般取引条件と

同様に決定しております。 

３ 当社の親会社である東京日産自動車販売株式会社は、平成16年２月20日開催の臨時株主総会決議におい

て承認された分割計画書に基づき、平成16年４月１日付けで同社の日産ディーラー事業に関する営業を

新設会社「東京日産自動車販売株式会社」へ継承させる会社分割を行い、同日付けで持株会社へ移行す

るとともに、商号を「株式会社東日カーライフグループ」に変更いたしました。この結果、当社の親会

社は、平成16年４月１日以降「株式会社東日カーライフグループ」となっております。 

 

当事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

連結財務諸表の注記として記載しております。 
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【個別情報】 

(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 148,987円11銭 165,160円55銭

１株当たり当期純利益 20,171円85銭 20,290円86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。

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)

損益計算書上の当期純利益(千円) 245,308 269,164 

普通株主に帰属しない金額(千円) 9,500 13,500 

(うち利益処分による役員賞与金) (9,500) (13,500)

普通株式に係る当期純利益(千円) 235,808 255,664 

普通株式の期中平均株式数(株) 11,690 12,600 

 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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【個別情報】 

２．生産、受注及び販売の状況  

当社は、生産を行っておりませんので仕入実績、受注実績及び売上実績を記載しております。 

（１） 仕入実績 

当事業年度における仕入実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 
事 業 別 

金 額(千円) 前期比(％) 

ソリューションプロバイダー事業 8,028,289 69.7 

コンピュータ用品販売事業 432,403 79.7 

合  計 8,460,693 69.0 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の金額には、外注費が含まれております。 

 

（２） 受注実績 

当事業年度における受注実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

受注高 受注残高 

事 業 別 

金額(千円) 前期比(％) 金額(千円) 前期比(％) 

ソリューションプロバイダー事業 8,891,259 68.1 342,572 24.8

コンピュータ用品販売事業 475,638 81.3 ― ―

合  計 9,366,898 66.3 342,572 24.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（３） 売上実績 

当事業年度における売上実績を事業区分別に示すと、次のとおりであります。 

当事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 
事 業 別 

金 額(千円) 前期比(％) 

ソリューションプロバイダー事業 9,928,583 76.9 

コンピュータ用品販売事業 475,638 81.3 

その他（収入手数料） 2,031 72.6 

合  計 10,406,252 74.4 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

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) 
相 手 先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

日本アイ・ビー・エム株式会社 ― ― 1,092,344 10.5

日産リース株式会社 1,743,235 12.5 1,592,192 15.3

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 日本アイ・ビー・エム株式会社は前事業年度において総販売実績に対する割合が10％未満

であるため、記載を省略しております。 
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【個別情報】 

 役員の異動  
（平成18年３月13日開示済み） 

 

１．代表取締役の異動(平成18年４月１日就任) 

  （新役職名） 

  代表取締役会長 河田 守弘  （旧役職名：代表取締役社長） 

代表取締役社長 齊藤  学   （旧役職名：代表取締役副社長） 

 

２．その他の役員の異動 

   該当事項はありません。 

 

 

 

                          以  上 
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