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2006年6月13日 

各  位 

            会 社 名  日本ユニシス株式会社  

           代表者の役職氏名  代表取締役社長  井  勝人 

                   （コード番号：8056 東証第一部） 

           問 合 せ 先   執行役員広報部長 田﨑   稔 

           電 話 番 号  （03） 5546－4111 

 

（訂正）過年度、決算短信（連結）の一部訂正について 

 

 2003年3月期から2006年3月期までの決算短信（連結）について、下記の通り、一部訂正を行いましたので

お知らせいたします。 

 

記 

 

 １．訂正内容 

    2003年3月期から2006年3月期までの関連当事者との取引に関する注記について、記載事項の訂正を 

   行っております。 

 

 ２．訂正理由 

    2003年3月期から2006年3月期までの兄弟会社等（その他の関係会社の子会社との取引）について記 

   載もれ、また、2006年3月期の親会社及び法人主要株主等（その他の関係会社に対する期末債務残高） 

   に記載誤りが判明したため、記載事項の訂正を行っております。 

 

 ３．訂正箇所 

    訂正箇所には、＿＿（下線）を付して表示しております。 
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（１）2006年3月期 決算短信（連結）＜22ページから23ページ＞ 

 

関連当事者との取引 
 当連結会計年度 

 

（訂正前） 

 （１）親会社及び法人主要株主等 

属性 その他の関係会社 

会社名 三井物産株式会社 ユニシス・コーポレーション 

住所 東京都千代田区 アメリカ合衆国ペンシルバニア州 

資本金 ２９５，７６６百万円 ３．５百万米ドル 

事業の内容 総合商社 ＩＴサービスおよびソリューションの提供 

議決権等の被所有割合 直接３２．４０％  間接０．０１％ － 

役員の兼任等 兼任 ２名 転籍 ４名 兼任 ２名 出向 ３名 
関係 

内容 事業上の関係 ユニシス製コンピュータ等の仕入代行 
コンピュータおよびソフトウェアの

製造供給元 

営業取引 営業取引 

取引の内容 ①販売用および営業用コンピュータ

の仕入他 

②商標使用権等の一括使用許諾料、サ

ポート・サービスに必要な技術支援

ならびに技術情報の提供料、および

ソフトウェア使用料の支払他 

取引金額 ７，９７８百万円 ３５，８７７百万円 

科目 買掛金他 － 

期末残高 ２，１５８百万円 － 

 （注）１. 上記取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

       ２．取引条件および取引条件の決定方針等 

     ①  販売用および営業用コンピュータの仕入については、ユニシス・コーポレーション等のメーカー 

       に当社希望価格を提示し、交渉の上諸条件を決定しております。 

       なお、仕入にあたっては、仕入代行機関の同社を経由して行っておりますので、取引金額はユニ 

       シス・コーポレーション等のメーカーからの仕入額と同社の仕入代行に伴う諸費用の合計額であ 

       ります。 

         ②  商標使用権等の一括使用許諾料、サポート・サービスに必要な技術支援ならびに技術情報の提供 

       料、およびソフトウェア使用料の支払については、個別に諸条件を決定しております。 

 ３．当社の関係会社であったユニシス・コーポレーションは、2006年3月15日付をもって保有する当社株式 

     の全て（30,224,900株）を売却したことから、同社に対する当社債務の期末残高は記載しておりません。 

 
 （２）役員及び個人主要株主等 
     （略） 
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（訂正後） 

 （１）親会社及び法人主要株主等 

属性 その他の関係会社 

会社名 三井物産株式会社 ユニシス・コーポレーション 

住所 東京都千代田区 アメリカ合衆国ペンシルバニア州 

資本金 ２９５，７６６百万円 ３．５百万米ドル 

事業の内容 総合商社 ＩＴサービスおよびソリューションの提供 

議決権等の被所有割合 直接３２．４０％  間接０．０１％ － 

役員の兼任等 兼任 ２名 転籍 ４名 兼任 ２名 出向 ３名 
関係 

内容 事業上の関係 ユニシス製コンピュータ等の仕入代行 
コンピュータおよびソフトウェアの

製造供給元 

営業取引 営業取引 

取引の内容 ①販売用および営業用コンピュータ

の仕入他 

②商標使用権等の一括使用許諾料、サ

ポート・サービスに必要な技術支援

ならびに技術情報の提供料、および

ソフトウェア使用料の支払他 

取引金額 ７，９７８百万円 ３５，８７７百万円 

科目 買掛金他 買掛金 

期末残高 ２，１５８百万円 １６，０８８百万円 

 （注）１. 上記取引金額には消費税等は含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。 

       ２．取引条件および取引条件の決定方針等 

     ①  販売用および営業用コンピュータの仕入については、ユニシス・コーポレーション等のメーカー 

       に当社希望価格を提示し、交渉の上諸条件を決定しております。 

       なお、仕入にあたっては、仕入代行機関の同社を経由して行っておりますので、取引金額はユニ 

       シス・コーポレーション等のメーカーからの仕入額と同社の仕入代行に伴う諸費用の合計額であ 

       ります。 

         ②  商標使用権等の一括使用許諾料、サポート・サービスに必要な技術支援ならびに技術情報の提供 

       料、およびソフトウェア使用料の支払については、個別に諸条件を決定しております。 

 ３．ユニシス・コーポレーションは、2006年3月15日付をもって保有する当社株式（30,224,900株）を売却 

   したため、当社の関係会社に該当しなくなっております。 

 
 （２）役員及び個人主要株主等 
     （略） 
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 （３）兄弟会社等 

属性 その他の関係会社の子会社 

会社名 三井物産フィナンシャルサービス株式会社 

住所 東京都千代田区 

資本金 ２，０００百万円 

事業の内容 ファイナンス業 

議決権等の被所有割合 － 

役員の兼任等 － 関係 

内容 事業上の関係 資金の運用 

取引の内容 資金の貸付 

取引金額 １３，７４２百万円 

科目 － 

期末残高 － 

 （注）１. 上記取引金額は、期中平均残高を表示しております。 

       ２．取引条件および取引条件の決定方針等 

      貸付金利率その他の条件については、市中金利水準を参考に交渉の上決定しております。 
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（２）2005年3月期 決算短信（連結）＜25ページから26ページ＞ 

 

関連当事者との取引 
 当連結会計年度 

 

（訂正前） 

 （１）親会社及び法人主要株主等 

     （略） 
 
 （２）役員及び個人主要株主等 
     （略） 
 
（訂正後） 

 （１）親会社及び法人主要株主等 

     （略） 
 
 （２）役員及び個人主要株主等 
     （略） 
 
 （３）兄弟会社等 

属性 その他の関係会社の子会社 

会社名 物産クレジット株式会社 

住所 東京都千代田区 

資本金 ２，０００百万円 

事業の内容 ファイナンス業 

議決権等の被所有割合 － 

役員の兼任等 － 関係 

内容 事業上の関係 資金の運用 

取引の内容 資金の貸付 

取引金額 １０，５５６百万円 

科目 － 

期末残高 － 

 （注）１. 上記取引金額は、期中平均残高を表示しております。 

      ２．取引条件および取引条件の決定方針等 

      貸付金利率その他の条件については、市中金利水準を参考に交渉の上決定しております。 

    ３．物産クレジット株式会社は、2005年４月１日をもって物産アカウンティング株式会社およびエムビー 

      ケー・クレジットコンサルティング株式会社と合併し、社名を三井物産フィナンシャルサービス株式会 

      社に変更しております。 
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（３）2004年3月期 決算短信（連結）＜17ページから18ページ＞ 

 

関連当事者との取引 
 当連結会計年度 

 

（訂正前） 

 （１）親会社及び法人主要株主等 

     （略） 
 
 （２）役員及び個人主要株主等 
     （略） 
 
（訂正後） 

 （１）親会社及び法人主要株主等 

     （略） 
 
 （２）役員及び個人主要株主等 
     （略） 
 
 （３）兄弟会社等 

属性 その他の関係会社の子会社 

会社名 物産クレジット株式会社 

住所 東京都千代田区 

資本金 ２，０００百万円 

事業の内容 ファイナンス業 

議決権等の被所有割合 － 

役員の兼任等 － 関係 

内容 事業上の関係 資金の運用 

取引の内容 資金の貸付 

取引金額 ８，７５４百万円 

科目 － 

期末残高 － 

 （注）１. 上記取引金額は、期中平均残高を表示しております。 

      ２．取引条件および取引条件の決定方針等 

      貸付金利率その他の条件については、市中金利水準を参考に交渉の上決定しております。 
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（４）2003年3月期 決算短信（連結）＜22ページ＞ 

 

９．関連当事者との取引 
 当連結会計年度 

 

（訂正前） 

 親会社及び法人主要株主等 

     （略） 
 
（訂正後） 

 （１）親会社及び法人主要株主等 

     （略） 
 
 （２）兄弟会社等 

属性 その他の関係会社の子会社 

会社名 物産クレジット株式会社 

住所 東京都千代田区 

資本金 ２，０００百万円 

事業の内容 ファイナンス業 

議決権等の被所有割合 － 

役員の兼任等 － 関係 

内容 事業上の関係 資金の運用 

取引の内容 資金の貸付 

取引金額 ８，２７６百万円 

科目 － 

期末残高 － 

 （注）１. 上記取引金額は、期中平均残高を表示しております。 

      ２．取引条件および取引条件の決定方針等 

      貸付金利率その他の条件については、市中金利水準を参考に交渉の上決定しております。 

 

以 上 


