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■平成18年6月期 決算短信（連結）

(退職給付関係）
　前連結会計年度（自平成16年7月1日　至平成17年6月30日）

1. 採用している退職給付制度の概要
　当社は平成16年7月1日より確定拠出年金制度を設けております。また、連結子会社（株式会社ハルク）
は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けている他、全国情報サービス産業厚生年金基金に
加入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職給付会計に関する実務指針（中間報告）33項の例外
処理を行う制度であります。同基金の年金資産残高のうち当連結子会社の加入人員割合に基づく期末の
年金資産残高は535,806千円であります。さらに、当連結子会社は、中小企業退職金共済制度に加入して
おります。なお、当社は東京都小型コンピュータソフトウェア産業厚生年金基金に加入しておりましたが、
平成17年2月28日付で同基金を脱退いたしました。

2. 退職給付債務に関する事項 （平成17年6月30日現在）
　当社は確定拠出年金法の施行に伴い、平成16年6月30日付で退職一時金制度について、確定拠出年金
制度に移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用し
ております。また、確定拠出年金制度への資産移換額は47,822千円であり、4年間で移換する予定であり
ます。
なお、当連結会計年度末時点の未移換額35,866千円は、未払金および長期未払金に計上しております。
　また連結子会社（株式会社ハルク）の退職給付債務は104,754千円であり、その退職給付債務の算定に
は簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用に関する事項 （自　平成16年7月1日　至　平成17年6月30日）
勤務費用 26,415千円
総合設立型厚生年金基金等への拠出額 117,381千円
確定拠出年金への拠出額 40,833千円
退職給付費用合計 184,630千円

　当連結会計年度（自平成17年7月1日　至平成18年6月30日）
1. 採用している退職給付制度の概要

　当社は平成16年7月1日より確定拠出年金制度を設けております。また、連結子会社（株式会社ニイウス
金融エンジニアリング・グループ）は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。

2. 退職給付債務に関する事項 （平成18年6月30日現在）
　当社は確定拠出年金法の施行に伴い、平成16年6月30日付で退職一時金制度について、確定拠出年金
制度に移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号）を適用し
ております。また、確定拠出年金制度への資産移換額は47,822千円であり、4年間で移換する予定であり
ます。
　なお、当連結会計年度末時点の未移換額20,553千円は、未払金および長期未払金に計上しております。
　また連結子会社（株式会社ニイウス金融エンジニアリング・グループ）の退職給付債務は26,204千円
であり、その退職給付債務の算定は簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用に関する事項 （自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日）
勤務費用 9,913千円
総合設立型厚生年金基金等への拠出額 32,301千円
確定拠出年金への拠出額 123,526千円
退職給付費用合計 165,741千円

代 表 者
問合せ先責任者

平成18年9月1日

　平成18年8月9日付で公表しております「平成18年6月期 決算短信（連結）」および「平成18年6月期 個別財務諸表
の概要」において、記載内容が未確定であった注記事項について、以下のとおり確定いたしましたので、公表いたし
ます。
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（税効果会計関係）

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

（千円） （千円）

繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動）

未払事業税 146,977 未払事業税 125,374

未払事業所税 8,667 未払事業所税 11,687

従業員及び確定拠出年金への未払額 4,864 賞与引当金繰入超過額 40,429

商品評価損 6,588 確定拠出年金への未払額 4,181

未実現利益の消去 126,864 商品評価損 19,658

その他 9,724 その他 8,418

合　　　計 303,687 　　　　　　計 209,749

繰延税金資産（固定） 評価性引当額 △ 2,953

ソフトウェア償却超過額 18,771 合　　　計 206,795

会員権評価損否認 5,029 繰延税金資産（固定）

会員権貸倒引当金繰入超過額 3,763 ソフトウェア償却超過額 39,651

確定拠出年金への未払移換額 8,983 会員権評価損否認 6,685

退職給付引当金繰入超過額 41,527 会員権貸倒引当金繰入超過額 14,750

その他 1,005 確定拠出年金への未払額 4,181

合　　　計 79,082 退職給付引当金繰入超過額 9,672

繰越欠損金 202,637

（千円） 投資有価証券 72,547

繰延税金負債（流動) その他 2,422

未収事業税 5,178 　　　　　　計 352,547

その他 △ 702 評価性引当額 △ 275,184

合　　　計 4,475 合　　　計 77,362

（千円）

繰延税金負債（流動)

未収事業税 1,387

合　　　計 1,387

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 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 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 要な項目別の内訳 （％）

 法定実効税率 40.69

　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 （調整）

間の差異が法定実効税率の１００分の５以下であるため、当該 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.77

差異の原因となった項目の注記は省略しております。 住民税均等割額 0.25

評価性引当額の増減 4.75

連結調整勘定償却 0.77

その他 △ 0.02

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.21

前連結会計年度

（平成17年6月30日現在）

当連結会計年度

（平成18年6月30日現在）
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（関連当事者との取引）
前連結会計年度（自　平成16年7月1日　至　平成17年6月30日）
（１）親会社及び法人主要株主等

役員の兼
任等

事実上の関
係

法人主要株
主

日本アイ・
ビー・エム
㈱

東京都港区 1,353
情報サービ
ス業

（被所有）
直接4.00

―
同社商品の
仕入等

同社商品の
仕入等

10,225,080
前払費用
買掛金

828,601
9,775,409

（注）1． 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2． 取引条件及び取引条件の決定方針等

日本アイ・ビー・エム株式会社

・同社商品の仕入等については、ＩＢＭビジネスパートナー契約書に基づく価格を参考に決定されております。

　また、販売活動において競合が激しい場合には、発生の都度個別による仕入価格を交渉して決定されております。

3． 当連結会計年度において法人主要株主ではなくなり、関連当事者に該当しなくなりました。上記金額のうち、取引金額は期首より関連

当事者でなくなった時点（平成16年7月1日から平成16年9月30日）までのものであり、期末残高の金額は関連当事者でなくなった時点

（平成16年9月30日）のものです。

（２）役員及び個人主要株主等

役員の兼
任等

事実上の関
係

末貞郁夫 － －
当社代表取締
役

（被所有）
直接0.76

－ － 不動産賃貸 9,167千円 － －

役員及びそ
の近親者

割方美奈子 － －
当社代表取締
役

（被所有）
直接0.03

－ － 不動産賃貸 5,503千円 － －

森直樹 － － 当社取締役 － － － 不動産賃貸 4,502千円 － －

（注）1． 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

2． 取引条件及び取引条件の決定方針等

賃貸料は、固定資産税評価額を基礎にして計算しております。

当連結会計年度（自　平成17年7月1日　至　平成18年6月30日）
（１）役員及び個人主要株主等

役員の兼
任等

事実上の関
係

末貞郁夫 － －
当社代表取締
役

（被所有）
直接0.53

－ － 不動産賃貸 9,170千円 － －

割方美奈子 － －
当社代表取締
役

（被所有）
直接0.03

－ － 不動産賃貸 7,337千円 － －

役員及びそ
の近親者

森直樹 － － 当社取締役
（被所有）
直接0.00

－ － 不動産賃貸 5,403千円 － －

吉兼晴雄 － － 当社取締役
（被所有）
直接0.01

－ － 不動産賃貸 6,993千円 － －

島田伸吾 － － 当社取締役
（被所有）
直接0.15

－ － 不動産賃貸 4,527千円 － －

（注）1． 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

2． 取引条件及び取引条件の決定方針等

賃貸料は、固定資産税評価額を基礎にして計算しております。

3． 島田伸吾は、平成18年6月30日付で当社取締役を辞任しております。

属性
会社等の名
称

住所
資本金

（億円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引金額
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

取引の内容

科目
期末残高
（千円）

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

属性
会社等の名
称

住所
資本金

（億円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
被所有割合

関係内容

取引の内容属性
会社等の名
称

住所
資本金

（億円）
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■平成18年6月期 個別財務諸表の概要

(税効果会計関係)

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（千円） （千円）

繰延税金資産（流動） 繰延税金資産（流動）

未払事業税 135,772 未払事業所税 3,463

未払事業所税 7,764 確定拠出年金への未払額 4,181

従業員及び確定拠出年金への未払額 4,864 その他 3,028

商品評価損 6,588 　　計 10,673

その他 11,780 繰延税金資産（固定）

合計 166,770 関係会社株式評価損 66,881

会員権評価損否認 6,685

繰延税金資産（固定） 会員権貸倒引当金繰入超過額 14750

　　ソフトウェア償却超過額 18,771 確定拠出年金への未払額 4,181

　　会員権評価損否認 3,104 　　計 92,499

　　会員権貸倒引当金繰入超過額 3,763 評価性引当額 △ 66,881

　　確定拠出年金への未払移換額 8,983 合計 25,617

合計 34,623 繰延資産合計 36,291

繰延税金負債（流動）

未収（還付）事業税 △ 8,351

繰延税金負債合計 △ 8,351

差引：繰延税金資産の純額 27,940

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 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 　　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 　　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100分の5以下であるため、当該差

異の原因となった項目の注記は省略しております。

同　　　　　　　　左

第13期

（平成17年6月30日現在）

第14期

（平成18年6月30日現在）
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