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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 211,086 △1.4 10,483 18.2 10,083 7.8 5,275 4.6
20年3月期 214,119 0.7 8,868 7.5 9,357 9.7 5,045 13.5

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
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 96.72 ― 7.7 7.7 5.0
20年3月期 92.51 ― 7.7 7.3 4.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 131,912 69,919 53.0 1,281.60
20年3月期 131,497 67,304 51.1 1,230.98

（参考） 自己資本   21年3月期  69,897百万円 20年3月期  67,137百万円

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

21年3月期 9,984 △3,823 △2,622 23,346
20年3月期 7,794 △3,828 △1,882 19,815

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00 2,181 43.2 3.3
21年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 2,181 41.4 3.2
22年3月期 

（予想）
― 20.00 ― 20.00 40.00 40.4

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

94,700 △8.2 3,800 0.5 3,700 △9.3 2,000 △1.6 36.67

通期 200,000 △5.3 10,000 △4.6 10,000 △0.8 5,400 2.4 99.01



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、31ページ「４．連結財務諸表（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、52ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 54,540,000株 20年3月期 54,540,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  528株 20年3月期  448株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 198,723 △2.6 10,384 22.9 9,658 12.2 5,180 9.1
20年3月期 203,936 △3.3 8,446 1.8 8,611 3.8 4,747 9.9

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
円 銭 円 銭

21年3月期 94.98 ―
20年3月期 87.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 128,029 69,283 54.1 1,270.33
20年3月期 127,376 66,586 52.3 1,220.88

（参考） 自己資本 21年3月期  69,283百万円 20年3月期  66,586百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、3ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 



(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績   

（売上高、経常利益におけるパーセント表示は、対前期増減率）  

 当連結会計年度におけるわが国経済は、米国大手証券会社リーマン・ブラザーズの破綻に端を発した金融危機が世

界規模で拡大し、実体経済にまで影響が及び、景気回復の兆しが見えない厳しい状況となりました。   

 当社グループの主たる事業領域であるＩＴサポートサービス市場は、情報漏えい対策・金融商品取引法（日本版Ｓ

ＯＸ法）に関連するセキュリティ・コンプライアンスや災害・テロなど不測の事態に対応するＩＴ事業継続計画など

の分野に加え、業務の効率化や運用コスト低減を目的としたアウトソーシングなどの分野で成長を牽引してきまし

た。しかしながら、市場全体としては、顧客ニーズの多様化と企業間競争による価格低下の継続に加え、2008年度後

半から急激に景気が悪化したことにより、当社グループを取り巻く環境は一層厳しさが増しました。  

 このような事業環境の中、当社グループは、ＣＳ（Customer Satisfaction：お客さま満足度）とＣＳＲ

（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）を経営の基軸として、積極的な取り組みを実践し、事業

の着実な成長の実現に向けた活動を展開してまいりました。 

 その結果、経営成績としては、上半期までは売上高・経常利益とも順調な成長で推移してきました。下半期では景

気後退の影響を受けるも、通期では売上高の減収を 小限に留めることができました。一方、経常利益においては、

通期を通して増益とすることができました。  

 当連結会計年度における売上高は、2,110億86百万円（前期比1.4%減）となりました。 

これは、保守・修理サービスなどの保守既存領域と運用サポートや協業・ソフトサポートなどの注力領域といった安

定的な収入が得られる領域での増収はありましたが、システム展開サービスやサプライサービスでの景気後退の影響

による減収と、前期に獲得した特需案件の反動などによるメディアサービスの減収によるものです。   

 経常利益は、100億83百万円（前期比7.8%増）となりました。 

これは、プロアクティブ・メンテナンス事業での増収に加え、徹底した作業の効率化による内製化の促進や保守部材

に関わる生産革新活動の推進をはじめとする継続した原価低減活動の効果によるものです。  

 当期純利益は、52億75百万円（前期比4.6%増）となりました。  

これは、光メディアのプレス生産業務の終結に伴う設備の廃棄等2億8百万円と、たな卸資産の評価基準の見直しによ

り新たに発生した評価損2億72百万円を特別損失として計上したものの、経常利益が増加したことによるものです。 

当連結会計年度における主な活動状況とトピックスは次のとおりです。 

＜ＣＳ向上活動＞ 

 当社の経営基盤であるＣＳについては、技術力の向上を図り、システムの安定稼動に向けた活動を展開してまいり

ました。その活動内容と成果は次のとおりです。   

①ＣＳ向上活動に対する外部機関の評価 

・株式会社Ｊ．Ｄ．パワー アジア・パシフィック社（注１）が主催する「2008年日本ソリューションプロバイダ

ー顧客満足度調査＜システム構築サービス分野＞」において、初めて第一位の評価を獲得しました。しかしなが

ら＜保守サービス分野＞においては、6年連続して獲得してきた第一位の評価を得ることが出来ませんでした。 

・日経コンピュータ誌が実施した「第13回 顧客満足度調査＜システム運用関連サービス部門＞」においては、2

年連続して獲得してきた第一位の評価を得ることが出来ませんでした。 

②お客さま対応力強化への取り組み 

・上記、外部機関の評価結果を受けて「チャレンジ・ダントツＣＳ Ｎｏ．１」を活動テーマに掲げ、トラブル初

期フェーズの改善、お客さまコミュニケーション強化、基本作業の強化運動を中心に推進するとともに、ハード

ウェアからソフトウェアまでのワンストップ対応をさらに強化するため、人材育成やバックヤード体制強化に注

力しております。   

＜ＣＳＲ活動＞ 

１．経営成績

21年３月期の連結業績（売上高・経常利益）  （金額単位：百万円）

  21年３月期（上半期） 21年３月期（下半期） 21年３月期（通期） 

売上高  103,196 3.0％  107,890 △5.3％  211,086 △1.4％ 

経常利益  4,080 2.7％  6,003  11.5％  10,083  7.8％ 



 ＣＳ同様、経営基盤であるＣＳＲについては、経営の透明性向上に向けてホームページなどによる情報開示の充実

に努めるとともに、事業活動を通した社会貢献、幅広い文化支援活動などに取り組んでまいりました。その活動内容

と成果は次のとおりです。   

①情報開示活動に対する外部機関の評価 

・日興アイ・アール株式会社による「全上場企業ホームページ充実度ランキング調査」において、「 優秀企業ホ

ームページ」に3年連続で選出されました。 

②地域社会貢献の実践と文化支援活動    

・地域社会貢献活動においては「フィールディングの森植林ツアー」（注２）などの新しい取り組みが高く評価さ

れ「ＮＥＣ ＣＳＲ ＡＷＡＲＤＳ 2008 社長賞」（注３）を受賞しました。 

・防犯活動への支援を通じた地域社会貢献への取り組みとして、当社および日本電子計算機株式会社（「ＪＥＣ

Ｃ」）を含めた金融機関向けのＡＴＭ保守を手掛ける企業8社（注４）共同による「振り込め詐欺防止活動」を

展開しました。 

・文化支援を通じた社会貢献活動として、世界遺産の保全と活用への取り組みを日本各地で展開する「世界遺産 

 劇場(第七幕・第八幕・第九幕)」に協賛しました。   

＜事業拡大への活動＞ 

 事業の着実な成長を実現するため、お客さまサポート品質の向上および新サービス投入などの活動を展開してまい

りました。その活動内容と成果は次のとおりです。   

①お客さまサポート品質の向上活動に対する外部機関の評価 

・ヘルプデスクソリューションセンターが2004年3月に取得した「HDIサポートセンター国際認定」(注５)におい 

て、アジア・パシフィック地区で初めて、 新の国際スタンダードVer.4.1による更新認定を取得しました。 

②新サービス投入 

・ＮＥＣ製ストレージ装置のシステム構築・保守を一括して提供する「ストレージソリューションパック」をリリ

ースしました。 

・複数のセキュリティ対策システムのログ情報を統合管理し、ＳａａＳ型サービス（注６）として提供する「ログ

統合管理サービス」をリリースしました。 

・企業のクライアントＰＣを対象としたセキュリティ管理とＩＴ資産管理機能をＳａａＳ型サービス（注６）で提

供する「ｉＱＱｓａｍ（アイキューキューサム）」をリリースしました。その後、株式会社ソリトンシステムズ

が提供するＰＣ管理サービスとの連携による機能強化を行いました。 

・ＮＥＣの中堅企業向けＥＲＰ（注７）ソリューションメニューにおいて、業務アプリケーション・ＯＳ・ハード

ウェアなどの領域毎に設置していたサポート窓口を統合運用サポートセンター（注８）に一本化し対応する 

「運用まるごとサポートサービス」をリリースしました。 

・ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社と共同で、中堅・中小企業および各種団体を対象とした「ＩＴ事業継続

（ＢＣ／ＤＲ）（注９）ソリューション」のメニューを体系化しました。 

・小規模オフィスでのＩＰ電話システムとブロードバンドネットワーク環境構築を、機器設置から保守サービスま

で一括で提供する「音声／データ統合パックサービス」をリリースしました。 

・電源環境に合わせて 適な給電モードを自動的に選択することで、省エネルギーと高信頼性の両立を実現可能と

した小型分野では業界初となるハイブリッド方式採用のＵＰＳ（無停電電源装置）をリリースしました。   

＜事業戦略に関する活動＞ 

 ＮＥＣグループとしての連携強化による事業戦略と当社グループの事業戦略に関する活動に取り組んでまいりまし

た。主な活動内容は次のとおりです。  

・当社が目指す中長期的な目標として「フィールディング ビジョン・バリュー」（注１０）を策定し、企業価値

向上に向けた取り組みを強化しました。 

・ブランド強化施策として、従来販売促進を目的として使用してきた商標（マーケティングロゴ）である『ＦＩＥ

ＬＤＩＮＧ』ロゴを平成20年7月に廃止し、『ＮＥＣ』ロゴへ統一しました。  

併せて、当社の子会社であるフィールディングサポートクルー株式会社およびフィールディングシステムテクノ

ロジー株式会社の商号を「ＮＥＣフィールディングサポートクルー株式会社」、「ＮＥＣフィールディングシス

テムテクノロジー株式会社」に変更(平成21年4月1日)しました。 

   ・当社子会社であるＮＥＣインフロンティアシステムサービス株式会社の吸収合併に向け、迅速かつ効率的な事業

展開を図るため、組織・制度・システムなど経営基盤の整備を推進してまいりました。   

（注１）株式会社Ｊ．Ｄ．パワー アジア・パシフィックは、顧客満足度に関する調査・コンサルティングの国際的

な専門機関です。 

（注２）地球温暖化防止対策の一環として、樹木による二酸化炭素の吸収を目的に、2005年度から成長性の良い植林



が可能なインドネシアの東カリマンタン州に「フィールディングの森」をつくり、植林活動を行っています。 

（注３）ＮＥＣグループがＭＤＤ活動（NEC-Make-a-Difference-Drive）と称して1999年のＮＥＣ創立100周年以来、

継続した地域社会貢献運動において、ＣＳＲ向上活動に貢献し、顕著な功績を挙げた個人・部門を称える賞

です。 

（注４）株式会社沖電気カスタマアドテック、オムロン フィールドエンジニアリング株式会社、東芝ソシオシステ

ムサポート株式会社、日本ＡＴＭ株式会社、日立電子サービス株式会社、株式会社富士通エフサス、日本電

子計算機株式会社。 

（注５）1989年に米国に設立されたＨＤＩ（ヘルプデスク協会）が、ヘルプデスクサービスを提供する組織のサービ

ス品質レベルを定めた制度として発表し、電話・ファックス・電子メールによりお客さまをサポートするヘ

ルプデスクの ①サービス品質の向上 ②業務効率の向上を目的とした制度です。 

（注６）ＳａａＳ型サービスとは、Software as a Serviceの略で、ソフトウェアをユーザー側に導入するのではな

く、ベンダ（プロバイダ）側で 稼働し、ソフトウェアの機能をユーザーにネットワーク経由で提供するサ

ービスです。 

（注７）ＥＲＰとは、Enterprise Resource Planningの略で、受注・販売管理、在庫管理、生産管理、会計といった

基幹業務をサポートする統合業務パッケージです。 

（注８）統合運用サポートセンターとは、サーバ、ストレージなどの遠隔監視や障害対応、ヘルプデスク、ＩＴ資産

の管理など統合的なサービスを提供し、お客さまＩＴシステムの 適運用を支援するセンターです。 

（注９）ＢＣ／ＤＲとは、Business continuity/Disaster Recovery（ビジネス・コンティニュイティ：事業継続/デ

ィザスタ・リカバリ：災害対策）の略で、企業などの組織がシステム障害等の緊急事態にも事業を継続でき

るように各種対策を実施するものです。 

（注10）「ビジョン」とは当社が目指す中長期的な目標、「バリュー」とはビジョンを実現するために従業員ひとり

一人が持つべき価値観・行動原理です。   

②事業の種類別セグメントの売上高・営業利益分析 

 事業の種類別セグメントの成績については次のとおりです。   

（プロアクティブ・メンテナンス事業）  

（売上高、営業利益におけるパーセント表示は、対前期増減率） 

 売上高は、自主契約促進活動の成果や販売店との連携強化による既存領域での着実な伸長に加え、ＩＴベンダ各社

との協業やソフトサポートなどの注力領域で前期比10.0%増の二桁伸長したことにより、1,020億50百万円（前期比

4.4%増）となりました。  

 営業利益は、付加価値の高い注力領域と既存領域での増収による増益に加え、地域および機種単位で修理拠点を集

約するなど、作業効率向上を目的とした保守フォーメーション改革や、生産革新活動を中心とした保守部材費および

機材関連費用の低減活動などにより、利益率が改善し152億69百万円（前期比26.1%増）となりました。 

（フィールディング・ソリューション事業）  

（売上高、営業利益におけるパーセント表示は、対前期増減率） 

 売上高は、統合運用サポートセンターの活用による運用サポートサービスやヘルプデスクサービスに加え、セキュ

リティ／ＶｏＩＰ（注１）領域およびインターネットショップ「い～るでぃんぐ」などの注力領域で前期比17.1%増

の二桁伸長を実現しました。しかし、システム展開サービスやサプライサービスでの景気後退の影響による受注高減

少と前期に獲得した特需案件の反動などによるメディアサービスの減収により、1,090億35百万円（前期比6.3%減）

となりました。  

（金額単位：百万円）

  21年３月期 プロアクティブ・メンテナンス事業  

  上半期 下半期 通期 

売上高  51,038   6.7％  51,011   2.2％  102,050   4.4％ 

営業利益  7,103 23.0％  8,165  29.0％  15,269  26.1％ 

（金額単位：百万円）

  21年３月期 フィールディング・ソリューション事業  

  上半期 下半期 通期 

売上高  52,157 △0.5％  56,878 △11.1％  109,035 △6.3％ 

営業利益  1,003 △55.1％  3,162 △3.4％  4,165 △24.3％ 



 営業利益は、減収による減益と、戦略・特需案件の獲得や統合運用サポートセンターおよび「い～るでぃんぐ」の

システム機能強化に加え、ＬＣＭサービス（注２）拡大に向けた要員育成および人的リソース投入などの成長に向け

た先行投資により利益率が悪化し、41億65百万円（前期比24.3%減）となりました。    

（注１）ＶｏＩＰとは、インターネットなどで使用される通信手段を用いて、音声データを送受信する技術です。 

（注２）ＬＣＭサービスとは、システムにおける企画から構築、運用、保守までのライフサイクルをマネジメントす

るサービスです。   

（注） 営業利益は、プロアクティブ・メンテナンス事業およびフィールディング・ソリューション事業ともに、当

社の総務部門・経理部門等の一般管理部門に係る費用控除前の数値です。  

③次期の見通し 

 平成22年3月期通期の連結業績の見通しを以下のとおり見込んでおります。 

 （金額単位：億円） 

（※億円未満四捨五入） 

  日本経済は、2009年度後半には、景気回復に向けた経済対策の効果が一部現れるものの、依然として厳しい環境

が継続することが予測されております。  

 当社グループの主たる事業領域であるＩＴサポートサービス市場は、ＩＴシステムのオープン化に伴う各種ベンダ

機器の保守機会拡大やアウトソーシング需要に対応する運用サポートサービス、ＩＴ／ネットワーク統合領域の成長

が見込まれます。 

 しかし、市場全体では、さらなる企業間競争によるサービス価格下落などが進展し、今後一段と厳しさが増す状況

となることが予測されます。  

 このような事業環境の中、当社グループは次の4つの戦略を推進してまいります。  

① 保守事業革新戦略では、システムの安定稼動に向けて、従来のハードウェア保守に加えソフトウェアの技術力を

強化し保守契約増を図ってまいります。 

    また、ＮＥＣインフロンティアシステムサービス株式会社の吸収合併により、データ／音声ネットワークのワン

ストップサービス拡大に加え、サービスステーション向けＰＯＳをはじめとする各種端末のサポート事業を取り込

むことで、事業規模を堅持してまいります。 

② システムアフターサポート拡大戦略では、システム全般の保守から運用までのサポート範囲拡大に向けた専門要

員の増強と統合運用サポートセンターやＬＣＭ推進室などのバックヤード体制強化を図ってまいります。また、Ｌ

ＣＭサービスを中心としたメニューの創出によるアウトソーシング案件の開拓を促進してまいります。 

③ フィールディング・ソリューション フロービジネス拡大戦略では、ＮＥＣ国内営業部隊と連携しながら首都圏

における業種別営業体制を強化するとともに、当社の全国拠点網を活かした地域に密着した営業活動を強化してま

いります。また、環境問題に配慮した「省電力ソリューション」やＩＴシステムを災害から守り、ビジネスの継続

を支援する「ＩＴ事業継続ソリューション」を中心とした新サービスを積極的に提供してまいります。  

④ 経営基盤強化戦略では、ＣＳ・ＣＳＲ・人材育成を柱とした以下の取り組みを推進してまいります。 

 ＣＳ   ・外部機関の顧客満足度調査の結果を踏まえ、「チャレンジ・ダントツＣＳＮｏ１」を活動テーマ

に掲げ更なるＣＳ向上活動の推進 

 ＣＳＲ  ・金融商品取引法（日本版ＳＯＸ法）や工事進行基準に対応したコンプライアンスと情報セキュリ

ティ対策の強化 

        ・環境および社会貢献活動などへの積極的な取り組み 

 人材育成 ・サポート範囲拡大に向けたソフトウェア技術力／システム技術力の強化   

 上記の戦略を推進してまいりますが、事業環境は一層厳しくなることが予測されることから、継続して取り組んで

きた保守部品の物流ネットワーク整備などの生産革新活動や内製化促進に加え、ＮＥＣインフロンティアシステムサ

ービス株式会社の吸収合併による業務の効率化などを中心としたさらなる費用構造改革の推進を図り、利益を創出し

 区  分 22年3月期（見通し） 21年3月期 増減  増減率  

プロアクティブ・メンテナンス事業    1,021   1,021     0   0.0％ 

フィールディング・ソリューション事業 979 1,090 △111  △10.2％ 

  売 上 高 合 計    2,000  2,111 △111 △5.3％ 

  営 業 利 益        100    105 △5 △4.6％ 

  経 常 利 益        100     101 △1 △0.8％ 

  当 期 純 利 益        54     53 1  2.4％ 



てまいります。  

 次期の連結業績見通しについては、売上高は2,000億円（前期比5.3%減）、営業利益は100億円（前期比4.6%減）、

経常利益は100億円（前期比0.8%減）、当期純利益は54億円（前期比2.4%増）を見込んでおります。   

 上記の業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、既知・未知のリスクや不確定な要素など

の要因により、実際の業績は記載の見通しとは異なる可能性があります。  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末の総資産は1,319億12百万円（前期比4億15百万円増）となりました。 

流動資産は999億60百万円（前期比20億2百万円減）となりました。これは主に、現金及び現金同等物（現金及び

預金、関係会社預け金）が233億46百万円（前期比35億31百万円増）となった一方、受取手形及び売掛金が426億63

百万円（前期比57億42百万円減）となったこと等によるものであります。（現金及び現金同等物の詳細状況は②キ

ャッシュ・フローの状況に記載しております） 

固定資産は319億52百万円（前期比24億18百万円増）となりました。これは主に、前払年金費用が126億95百万円

（前期比14億58百万円増）となったことや、無形固定資産が74億21百万円（前期比13億95百万円増）となったこと

等によるものであります。 

（負債） 

当連結会計年度末の負債の合計額は619億93百万円（前期比21億99百万円減）となりました。 

流動負債は457億48百万円（前期比24億85百万円減）となりました。これは主に、前受金が87億54百万円（前期

比18億13百万円増）となった一方、支払手形及び買掛金が233億1百万円（前期比49億95百万円減）となったこと等

によるものであります。 

固定負債は162億44百万円（前期比2億86百万円増）とほぼ前期並みとなっております。 

（純資産） 

当連結会計年度末の純資産は699億19百万円（前期比26億15百万円増）となりました。これは主に、利益剰余金

が501億76百万円（前期比28億20百万円増）となったことによるものであります。 

以上より、当連結会計年度末の流動比率は218.5％と前期比7.1ポイントの上昇となりました。また、自己資本比

率は53.0％と前期比1.9ポイントの上昇となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は233億46百万円で、前連結会計年度

末比35億31百万円の増加となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の営業活動により増加した資金は、99億84百万円（前期比21億89百万円増）となりました。これ

は主に、仕入債務の支払額の増加（前期比37億48百万円増）による資金の減少はあったものの、税金等調整前当期

純利益が増加（前期比3億19百万円増）したことや、売上債権の回収増（前期比40億54百万円増）やたな卸資産の圧

縮（前期比7億28百万円減）等による資金増加があったこと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） 

当連結会計年度の投資活動により減少した資金は38億23百万円（前期比5百万円減）とほぼ前期並みとなっており

ます。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の財務活動により減少した資金は26億22百万円（前期比7億39百万円増）となりました。これは主

に、前期末の1株当たり配当金（平成20年6月9日支払開始）を25円としたこと、また当中間期の1株当り配当金（平

成20年12月4日支払開始）を20円としたことにより、24億52百万円（前期比8億15百万円増）の配当を行ったこと等

によるものであります。 

  



（参考：キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。 

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 

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 

・いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

・株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

２．平成19年3月期のインタレスト・カバレッジ・レシオについては、利払いが発生しなかったため、記載してお

りません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、急激な事業変化への的確な対応と競争力の強化に努め、企業価値を高めることによって、株主各位への利

益還元を図っていきたいと考えております。そのために、安定的な経営基盤を確立し、将来の事業拡大のための財務

体質強化と内部留保資金の充実を図りつつ、株主各位に対する安定的かつ業績に応じた配当を実施することといたし

ております。 

当社は、中間期末日を基準日とする剰余金の配当（以下、「中間配当」という。）と期末配当の、年2回の剰余金

の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、いずれも取締役会であります。

当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除

き、取締役会の決議により定めることができる」旨を定款に定めております。 

当期につきましては、１株当たり20円の期末配当とし、中間配当金の１株当たり20円と合わせて年間40円の配当と

いたします。 

また、次期の１株当たり配当金は、中間配当20円、期末配当20円を予定しております。 

内部留保資金の使途につきましては、財務体質の一層の強化と将来にわたる当社コアコンピタンス（展開力、技術

力、ナレッジマネジメント力）強化や、運用サポート、ＩＴ／ネットワーク統合領域、ソフトサポートなどの高成

長・高収益領域や協業などの事業拡大に向けた投資を実施する予定であります。   

  

(4）事業等のリスク  

①セキュリティ管理について 

 当社グループが営むＩＴサポートサービス事業においては、当該業務の性格上、多数のお客さま情報を保有して

おります。当社グループでは、情報の取扱いについて各種の規程を整備するとともに、個人情報保護活動としてプ

ライバシーマークを取得し、地域密着型のアウトソーシングサービスを提供するｉＳｏｌｕｔｉｏｎ拠点、並びに

ヘルプデスク業務において、セキュリティ管理に関する情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）の国

際標準規格「ＩＳＯ／ＩＥＣ 27001：2005」認証を取得しております。また全従業員を対象として「お客さま対応

作業における遵守事項」に関する教育を徹底して実施し、当社グループ内部からの情報漏洩を防ぐ施策を講じてお

ります。このような対策にもかかわらず当社グループからの情報漏洩が万が一にも発生した場合には、当社が損害

賠償責任を負う可能性があり、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。  

②従業員等による不法行為、違法行為について 

 当社グループは、「良き企業市民」として企業活動を推進することを旨とし、あらゆる企業活動の場面において

関係法令や規定を遵守することを基本姿勢とした「ＮＥＣフィールディンググループ行動規範」の徹底や、教育の

充実などにより従業員等の倫理向上に努めております。しかし、これにより従業員等による業務上の不法行為や違

法行為の発生の可能性が完全に無くなるものではありません。従業員等による不法行為や違法行為が発生した場

合、第三者に対する損害賠償責任、営業停止や取引停止などの取り扱いを受けることによる事業遂行への影響で、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

③お客さま満足度の維持、向上について 

 当社グループがお客さまに提供する価値は、ＩＴサービス領域においてお客さまのＩＴシステムの快適運用と

適活用を実現することです。即ち当社グループの価値は、当社グループの提供するサービスがお客さまの期待以上

であった時に、当社グループに対する信用や信頼度の向上といった無形の財産として形成されます。当社グループ

  19年3月期 20年3月期 21年3月期 

 自己資本比率 50.8% 51.1% 53.0% 

 時価ベースの自己資本比率 67.3% 50.1% 40.8% 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ － 36,853.0 839.5 



が属するＩＴサービス業界は技術革新が激しいことから、業務を受託している対象機器の新規追加、仕様変更又は

新サービスの開始等により、当社グループが保有する技術、技能が陳腐化する恐れがあります。当社グループは、

この技術革新のスピードに対処すべく、常に新しい技術、技能を組織的に修得するとともに、お客さまからの要

請、要望等をスピーディに掴み、その内容により全社レベルでのコールエスカレーションが行われる仕組みを構築

し、適切かつ迅速なお客さま対応ができる体制を整えております。しかしながら、上記のような対策を講じている

にもかかわらず、当社グループの対応に不備や不足、作業ミスなどがあった場合には、お客さまおよび日本電気株

式会社企業グループ等の業務委託者からクレームを受けたり、業務委託等に関する契約が解除される等により、当

社グループの業績に影響を与える可能性があります。  

④事業環境の変化について 

  当社グループの主たる事業領域である国内ＩＴサポートサービス市場は、成長の見込まれている領域ですので、

今後一層の企業間競争激化や価格低下要求の高まりが予測されます。 

  このような厳しい状況のなかでもプロアクティブ・メンテナンス事業での利益を確保し、フィールディング・ソ

リューション事業で成長性を牽引するという当社の事業遂行モデルを一層強化し継続していくために、顧客接点強

化に向けたリソースシフト、徹底した障害管理による保守部材費低減などの原価低減、ＩＴ／ネットワーク統合な

どでの新領域事業や、自主事業、協業推進などによる事業拡大を推進しております。しかし、オープン化の進展に

よるサービス価格下落や製品品質向上による保守機会の減少などが想定以上に進展した場合、当社グループの業績

に影響をおよぼす可能性があります。 

⑤日本電気株式会社およびその企業グループの経営戦略との連携について 

 当社グループは、ＩＴサポートサービス事業において、日本電気株式会社およびその企業グループ各社と連携の

うえ事業活動を展開しております。 

 日本電気株式会社およびその企業グループは、成長に向けた事業構造の転換と収益構造の改革を目的に、ＮＥＣ

グループとしての全体 適、制度・仕組みのシンプル化およびグローバルスタンダード化に向けた組織・制度の見

直しを推進しております。このような動きのなかで、当社グループの役割分担および位置づけが変更された場合に

は、当社グループの業績に影響をおよぼす可能性があります。  

⑥人材の確保および育成について 

 当社グループが、お客さまのニーズに的確に即応したＩＴサポートサービス事業を遂行するためには、関連する

技術・技能を有した多くの優秀な人材を確保育成する必要があります。そのために当社グループは、能力・成果主

義を基軸とした人事政策を採用しており、技術系大卒者を中心に定期採用を実施するとともに、技術者一人当り年

間20日間以上に及ぶ技術研修教育を実施することにより人材の確保、育成に努めております。 

 しかしながら、上記のような施策を実施しているにもかかわらず、従業員教育実施時期の遅延や新規人材獲得機

会の喪失、既存人材の当社グループ外への流出等が発生した場合には、当社グループが提供するＩＴサポートサー

ビスの質の低下により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。  

⑦自然災害等のリスクについて 

 地震等の自然災害によって、当社グループの拠点等が壊滅的な損害を受ける可能性があります。当社グループ

は、災害対応として、お客さまとのファーストコンタクト部門であるコールセンターを東西２ヶ所に設置し相互に

バックアップが可能な体制を構築しております。また、東西２ヶ所にコンピュータセンターを設置し、情報システ

ムの相互運用を実施しております。これらの対策により当社グループの操業が停止しないように努めております

が、保守用部材の供給部門であるロジスティクス部門や情報システム部門の設備が壊滅的に損害を被った場合、当

社グループの操業に遅延が発生することがあり、お客さまへ提供するＩＴサポートサービスの質の低下さらに拠点

等の修復又は代替のために費用を要することとなる可能性があります。   

⑧海外事業の展開について 

 当社グループは、中国での関係子会社設立など、海外事業の拡大を図っております。海外での事業展開は、戦

争・テロなどの政治にかかわる諸問題や、経済動向、法律又は規制の変更、さらには伝染病の発生等、予期せぬ事

象の発生により事業遂行に影響を受ける可能性があります。これらの状況変化が発生した場合、当社グループの業

績に影響をおよぼす可能性があります。   



  

（１）企業集団および事業の内容 

当社の企業集団は、当社、親会社である日本電気株式会社および当社の連結子会社であるエヌデック株式会

社、フィールディングサポートクルー株式会社、フィールディングシステムテクノロジー株式会社、ＮＥＣイン

フロンティアシステムサービス株式会社(注１)、ＮＥＣ飛鼎克信息技術服務（北京）有限公司、日電飛鼎克系統

集成技術（北京）有限公司により構成されております。 

当社グループ（当社および連結子会社）の事業活動は、主にお客さまの現場で稼動しているＩＴシステム（注

２）の安定稼動、 適で快適な活用を目的とした「ＩＴサポートサービス」（注３）を提供することであり、次

の２つの事業を展開しております。 

  

（プロアクティブ・メンテナンス事業） 

     ①保守サービス 

ＩＴシステムに関する保守・修理サービスを提供します。 

（フィールディング・ソリューション事業） 

     ①システム展開サービス 

ＩＴシステムの導入支援、セットアップ、移設、増設、撤去作業並びにネットワークシステム構築、および

電源・空調・耐震設備・セキュリティシステム等の設置サービスを提供します。 

  ②サプライサービス 

 コンピュータ用品、ＯＡ機器、ソフトウェア等を販売します。 

   ③運用サポートサービス 

 ＩＴシステムの運用・管理代行等のサポートサービスを提供します。 

  

（注１）当社は、平成21年4月1日をもって、ＮＥＣインフロンティアシステムサービス株式会社を吸収合併いたしま

した。 

（注２）ＩＴシステムとは、コンピュータ機器（ハードウェア／ソフトウェア）とネットワークを融合し、情報を適

切に処理（保存・管理・交換）するための仕組み全般のことを指します。 

（注３）ＩＴサポートサービスとは、お客さまがＩＴシステムを快適に活用するために、企画・設計から導入・構

築、運用・保守に至るすべてのフェーズにおいて各種のサポートとサービスを提供することです。 

２．企業集団の状況



  なお、事業の系統図は次のとおりであります。  

 
  



（２）関係会社の状況 

（平成21年3月31日現在） 

  

  

名 称 住 所 資本金 
主 要 な 

事 業 内 容 

議決権の

所有又は

被所有割

合（％） 

関係内容 

（親 会 社） 

日本電気株式会社 

（注1） 

東京都 

港区 

  百万円

 337,939 

ＩＴ／ＮＷソリュー

ション事業、モバイ

ル／パーソナルソリ

ューション事業、エ

レクトロンデバイス

事業等 

（被所有） 

67.10％ 

［29.88％］ 

（注2） 

機器の保守・修理及び設置等を

受託 

保守部品、サプライ品（消耗

品）等の仕入 

・役員の兼任あり 

（当該会社の従業員が当社非

常勤役員を兼任） 

 兼任役員２名 

（連結子会社） 

エヌデック 

株式会社 

東京都 

荒川区  

  百万円

   90 

ＩＴシステム及び電

源設備の設計、構

築、設置、展開、工

事、保守、運用 

（所有） 

直接100％ 

システム展開サービスの施工を

委託 

・役員の兼任あり 

（当該会社の非常勤役員を当

社の役員が兼任） 

 兼任役員３名 

（連結子会社） 

フィールディング 

サポートクルー 

株式会社 

（注3)  

東京都 

港区 

  百万円

   50 

ＩＴシステムの保守

と関連業務及びソリ

ューション業務並び

に事務支援業務の受

託 

（所有） 

直接100％ 

ＩＴシステムに係る保守関連業

務等を委託 

・役員の兼任あり 

（当該会社の非常勤役員を当

社の役員及び従業員が兼任）

兼任役員４名 

（連結子会社） 

フィールディング 

システムテクノロ

ジー株式会社 

(注4)  

東京都 

港区 

  百万円

   90 

ＩＴシステムの利用

に関する客先駐在型

を主とした運用サポ

ートサービスの提供

（所有） 

直接100％ 

運用サポート業務等を委託 

・役員の兼任あり 

（当該会社の非常勤役員を当

社の役員及び従業員が兼任）

 兼任役員３名 

（連結子会社） 

ＮＥＣインフロン 

ティアシステムサ 

ービス株式会社 

(注5)  

神奈川県 

川崎市 

高津区 

  百万円

   90 

ＰＯＳ・キーテレフ

ォンシステム・防災

システムの販売、設

置、保守、技術サー

ビスおよびＬＡＮシ

ステムの設計、工事

（所有） 

直接100％ 

ＰＯＳ、通信システムに係る保

守等を委託 

・役員の兼任あり 

（当該会社の非常勤役員を当

社の役員及び従業員が兼任）

 兼任役員５名 

（連結子会社） 

ＮＥＣ飛鼎克信息 

技術服務（北京） 

有限公司 

中国北京市 
 万米ドル

  172.9 

ＩＴシステム及び関

連する付帯設備の保

守、設置、コンサル

ティング、訓練、技

術開発、サービス、

設計、工事、販売 

（所有） 

直接100％ 

・役員の兼任あり 

  兼任役員３名 

（常勤２名、非常勤１名）  



（注１） 有価証券報告書を提出しております。 

（注２） 「議決権の所有又は被所有割合」欄の［29.88％］は、退職給付信託契約上、日本電気株式会社が日本トラス

     ティ・サービス信託銀行株式会社（住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口）に対し、当 

         該株式に属する議決権の行使に関する指図権を有する所有割合で、「67.10％」の内数を示したものでありま

         す。 

 (注３) フィールディングサポートクルー株式会社は、平成21年4月1日付で、商号をＮＥＣフィールディングサポー 

     トクルー株式会社に変更しました。    

（注４)  フィールディングシステムテクノロジー株式会社は、平成21年4月1日付で、商号をＮＥＣフィールディング 

     システムテクノロジー株式会社に変更しました。 

（注５) 当社は、平成21年4月1日付で、ＮＥＣインフロンティアシステムサービス株式会社を吸収合併しました。  

  

  

  

  

名 称 住 所 資本金 
主 要 な 

事 業 内 容 

議決権の

所有又は

被所有割

合（％） 

関係内容 

（連結子会社） 

日電飛鼎克系統集

成技術（北京）有

限公司 

  

中国北京市 
 万人民元 

  552.4 

ＩＴシステムのソフ

トウェア及びハード

ウェアの研究・開

発、 技術コンサル

ティング、技術研

修、技術サービスの

提供および販売 

 

（所有） 

間接67％ 

・役員の兼任あり 

 兼任役員２名 

（非常勤２名）  



(1）会社の経営の基本方針  

当社は「私たちはフィールディング活動（注）をとおしてお客さまの活躍と発展にお応えし、安心と歓びをとも

にする豊かな社会の実現に貢献します。」という企業理念のもと、中長期的に目指すべき姿としてフィールディン

グビジョン（「価値あるサービスを創造し 人と地球にやさしい情報社会を支え続ける ベストパートナーを目指し

ます。」）を掲げております。さらに、ＣＳ向上による事業の安定成長とＣＳＲへの取り組みによる企業責務を遂

行するため、「ＣＳとＣＳＲを基軸とした経営」を経営方針として位置づけています。  

この経営方針に基づく事業運営を実践することにより、ＩＴサービス領域におけるシステムの快適運用と 適活

用を実現するとともに、お客さまのニーズを先取りした様々なサービスを提供し、全てのステークホルダーの皆さ

まからのご期待に応えてまいります。  

（注） フィールディング活動とは、情報関連領域において、お客さまの活躍現場で、お客さまの快適運用と 適

活用を実現すると共に、お客さまのニーズを先取りして様々なサービスを創出し、提供することです。 

  

(2）目標とする経営指標  

当社グループは、ＣＳとＣＳＲを基軸とした事業運営を行うことで「着実に成長する企業」を目指しています。 

中長期的には、市場成長を上回る売上高伸長およびＲＯＥ二桁達成を主要な経営指標として捉えております。   

  

(3）中長期的な会社の経営戦略  

当社グループは、安定した事業の成長と収益性の向上を実現するために、継続した費用構造改革を推進するとと

もに次の戦略に取り組んでまいります。   

① 保守事業革新戦略 

  ・保守事業規模の堅持 

② システムアフターサポート拡大戦略 

  ・ＬＣＭサービスを中心としたストックビジネスの拡大 

③ フィールディング・ソリューション フロービジネス拡大戦略 

  ・営業体制強化によるマーケット開拓促進 

      ・顧客ニーズを捉えたマーケット拡大 

④ 経営基盤強化戦略 

 ・＜Ｃ Ｓ＞ チャレンジ・ダントツＣＳ Ｎｏ．１ 

 ・＜ＣＳＲ＞ ＣＳＲで業界のトップランナーへ 

 ・＜人  材＞ サポート範囲拡大に向けたソフトウェア技術力／システム技術力の強化 

  

(4）会社の対処すべき課題  

当社グループの主たる事業領域であるＩＴサポートサービス市場は、ＩＴシステムのオープン化に伴う各種ベン

ダ機器の保守機会拡大やアウトソーシング需要に対する運用サポートサービス、ＩＴ／ネットワーク統合領域での

成長が見込まれていますが、市場全体では、さらなる企業間競争によるサービス価格下落などが進展し、一段と厳

しさ増す状況となることが予測されます。   

  このような事業環境のなか、当社グループは「着実に成長する企業」の実現を目指し、次の方策に取り組んでまい

 ります。   

プロアクティブ・メンテナンス事業では、システムの安定稼動に向けて、従来のハードウェア保守に加えソフト

ウェアの技術力を強化し保守契約増を図ってまいります。また、ＮＥＣインフロンティアシステムサービス株式会

社の吸収合併により、データ／音声ネットワークのワンストップサービス拡大に加え、サービスステーション向け

ＰＯＳをはじめとする各種端末のサポート事業を取り込むことで、事業規模を堅持してまいります。 

フィールディング・ソリューション事業では、業務の効率化やシステムの運用コスト低減を目的としたアウトソ

ーシング需要に対して、ＬＣＭサービスを中心としたサポートサービスを拡大してまいります。また、お客さまニ

ーズの高い情報セキュリティ・コンプライアンス対策などのサポートサービスを強化してまいります。 

事業全般に係わる経営基盤の強化を図るために、ＣＳ向上活動では、トラブル初期フェーズの改善などを中心

に、さらなるお客さま対応力の強化に取り組みます。また、ＣＳＲ活動では、金融商品取引法（日本版ＳＯＸ法）

３．経営方針



に対応した内部統制を含むコンプライアンス体制の強化や情報セキュリティ対策と環境および社会・地域貢献活

動を継続して推進してまいります。さらに、人材育成では、サポート範囲拡大に向けたソフトウェア技術力／シス

テム技術力の強化に注力してまいります。 

 同時に、費用構造改革の更なる推進を図り、厳しい事業環境のなかでも着実に利益を創出してまいります。  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,815 7,646

関係会社預け金 ※2  12,000 ※2  15,700

受取手形及び売掛金 48,405 42,663

リース投資資産 － 30

有価証券 － 490

たな卸資産 25,393 －

商品及び製品 － 2,411

仕掛品 － 921

原材料及び貯蔵品 － 21,117

繰延税金資産 6,695 7,155

その他 1,689 1,889

貸倒引当金 △36 △64

流動資産合計 101,963 99,960

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,303 5,373

減価償却累計額 △2,895 △3,119

建物及び構築物（純額） 2,408 2,253

機械装置及び運搬具 269 9

減価償却累計額 △217 △2

機械装置及び運搬具（純額） 52 6

工具、器具及び備品 3,850 3,568

減価償却累計額 △3,359 △3,190

工具、器具及び備品（純額） 491 377

土地 1,158 1,144

リース資産 － 806

減価償却累計額 － △125

リース資産（純額） － 680

建設仮勘定 9 －

有形固定資産合計 4,119 4,463

無形固定資産   

のれん 516 643

その他 5,509 6,777

無形固定資産合計 6,026 7,421

投資その他の資産   

投資有価証券 1,419 880

長期貸付金 2 2

前払年金費用 11,237 12,695



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

繰延税金資産 2,777 2,432

その他 4,260 4,453

貸倒引当金 △308 △396

投資その他の資産合計 19,388 20,067

固定資産合計 29,533 31,952

資産合計 131,497 131,912

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,297 23,301

リース債務 － 201

未払費用 3,069 3,126

未払法人税等 2,484 3,037

前受金 6,941 8,754

賞与引当金 5,685 5,250

役員賞与引当金 28 21

ポイント引当金 － 12

その他 1,727 2,042

流動負債合計 48,234 45,748

固定負債   

リース債務 － 526

退職給付引当金 15,950 15,256

その他 7 461

固定負債合計 15,958 16,244

負債合計 64,192 61,993

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,670 9,670

資本剰余金 10,161 10,161

利益剰余金 47,355 50,176

自己株式 △0 △0

株主資本合計 67,185 70,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62 △91

為替換算調整勘定 13 △17

評価・換算差額等合計 △48 △108

少数株主持分 167 21

純資産合計 67,304 69,919

負債純資産合計 131,497 131,912



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高 214,119 211,086

売上原価 179,319 175,260

売上総利益 34,799 35,826

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  25,931 ※1, ※2  25,343

営業利益 8,868 10,483

営業外収益   

受取利息及び配当金 74 96

保険事務手数料 46 44

販売報奨金 23 22

保険配当金 185 160

受取保険金 37 51

受取補償金 7 55

前受金償却額 81 70

その他 126 134

営業外収益合計 582 636

営業外費用   

支払利息 0 11

コミットメントフィー 1 －

固定資産廃棄損 72 481

敷金償却損 10 0

事業統合費用 － ※4  229

事務所移転費用 － ※5  181

その他 8 132

営業外費用合計 93 1,036

経常利益 9,357 10,083

特別損失   

投資有価証券評価損 29 －

事務所統合費用 ※3  44 －

たな卸資産評価損 － 272

事業整理損 － ※6  208

特別損失合計 74 481

税金等調整前当期純利益 9,282 9,602

法人税、住民税及び事業税 3,154 4,367

法人税等調整額 1,017 △95

法人税等合計 4,172 4,272

少数株主利益 64 55

当期純利益 5,045 5,275



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,670 9,670

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,670 9,670

資本剰余金   

前期末残高 10,161 10,161

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,161 10,161

利益剰余金   

前期末残高 43,946 47,355

当期変動額   

剰余金の配当 △1,636 △2,454

当期純利益 5,045 5,275

当期変動額合計 3,409 2,820

当期末残高 47,355 50,176

自己株式   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

前期末残高 63,776 67,185

当期変動額   

剰余金の配当 △1,636 △2,454

当期純利益 5,045 5,275

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 3,409 2,820

当期末残高 67,185 70,006



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1 △62

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61 △28

当期変動額合計 △61 △28

当期末残高 △62 △91

為替換算調整勘定   

前期末残高 9 13

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4 △31

当期変動額合計 4 △31

当期末残高 13 △17

評価・換算差額等合計   

前期末残高 8 △48

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △56 △60

当期変動額合計 △56 △60

当期末残高 △48 △108

少数株主持分   

前期末残高 － 167

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 167 △145

当期変動額合計 167 △145

当期末残高 167 21

純資産合計   

前期末残高 63,784 67,304

当期変動額   

剰余金の配当 △1,636 △2,454

当期純利益 5,045 5,275

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 110 △205

当期変動額合計 3,519 2,615

当期末残高 67,304 69,919



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 9,282 9,602

減価償却費 2,118 2,130

のれん償却額 91 121

たな卸資産評価損 － 272

有価証券償還損益（△は益） △13 △11

貸倒引当金の増減額（△は減少） 64 115

賞与引当金の増減額（△は減少） 49 △435

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 9 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △653 △694

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 －

受取利息及び受取配当金 △74 △96

支払利息 0 11

有形固定資産廃棄損 40 47

有形固定資産売却損益（△は益） 46 3

無形固定資産廃棄損 3 431

無形固定資産売却損益（△は益） 0 －

無形固定資産評価損 － 42

投資有価証券評価損益（△は益） 29 －

事業整理損失 － 208

ゴルフ会員権評価損 － 2

売上債権の増減額（△は増加） 1,688 5,742

たな卸資産の増減額（△は増加） △57 670

前払年金費用の増減額（△は増加） △2,094 △1,458

その他の資産の増減額（△は増加） △205 △290

仕入債務の増減額（△は減少） △1,232 △4,981

未払費用の増減額（△は減少） △339 57

未払事業税の増減額（△は減少） 4 0

未払消費税等の増減額（△は減少） △100 127

前受金の増減額（△は減少） 2,205 1,813

その他の負債の増減額（△は減少） △598 418

小計 10,262 13,858

利息及び配当金の受取額 74 93

利息の支払額 △0 △11

事業整理による支出 － △139

法人税等の支払額 △2,583 △3,817

法人税等の還付額 40 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,794 9,984



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 13 11

有形固定資産の取得による支出 △331 △292

有形固定資産の売却による収入 61 12

無形固定資産の取得による支出 △1,829 △3,013

無形固定資産の売却による収入 0 －

投資有価証券の取得による支出 △930 －

子会社株式の取得による支出 － △426

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※2  △843 －

その他 30 △115

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,828 △3,823

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △223 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 － △122

配当金の支払額 △1,636 △2,452

少数株主への配当金の支払額 △23 △47

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,882 △2,622

現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,087 3,504

現金及び現金同等物の期首残高 17,728 19,815

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 26

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  19,815 ※1  23,346



 該当事項はありません。 

  

（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況



（６）連結財務諸表作成のための基本となる事項

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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 ５社 

 連結子会社の名称 

 エヌデック株式会社 

フィールディングサポートクル

ー株式会社 

ＮＥＣ飛鼎克信息技術服務（北

京）有限公司 

ＮＥＣインフロンティアシステ

ムサービス株式会社 

フィールディングシステムテク

ノロジー株式会社 

 上記のうち、ＮＥＣインフロンティア

システムサービス株式会社については、

当連結会計年度において株式を取得した

ため、またフィールディングシステムテ

クノロジー株式会社については、当連結

会計年度において新たに設立したため、

連結の範囲に含めております。 

 当社は平成19年6月5日に「フィールデ

ィングシステムテクノロジー株式会社」

を当社の完全子会社として設立し、連結

対象としております。 

 また当社は平成19年7月2日に「ＮＥＣ

インフロンティアシステムサービス株式

会社」を株式取得により子会社としてお

ります。連結財務諸表作成にあたって

は、「連結財務諸表原則」（企業会計審

議会  終改正平成9年6月6日）における

原則的な処理方法に基づき、支配獲得日

に投資と資本の相殺消去を行っておりま

す。 

 なお、フィールディングシステムテク

ノロジー株式会社、ＮＥＣインフロンテ

ィアシステムサービス株式会社のいずれ

も、「企業内容等の開示に関する内閣府

令」（内閣府令第31号   終改正平成19

年3月30日）第19条第7項に規定する特定

子会社には該当致しません。 

(1）連結子会社の数 ６社 

 連結子会社の名称 

 エヌデック株式会社 

フィールディングサポートクル

ー株式会社 

ＮＥＣ飛鼎克信息技術服務（北

京）有限公司 

ＮＥＣインフロンティアシステ

ムサービス株式会社 

フィールディングシステムテク

ノロジー株式会社 

日電飛鼎克系統集成技術（北

京）有限公司 

 上記のうち、日電飛鼎克系統集成技術

（北京）有限公司については、平成20年2

月5日に設立し、平成20年4月1日に営業を

開始したため、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。 

   



  

  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

   (2）非連結子会社の名称等 

  日電飛鼎克系統集成技術（北京）

有限公司 

 (2）非連結子会社の名称等 

────── 

   （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、当社の連結子会社

であるＮＥＣ飛鼎克信息技術服務（北

京）有限公司が67％を出資して平成20

年2月5日に設立した合弁会社でありま

すが、営業開始は平成20年4月1日であ

り、またその総資産、売上高、当期純

利益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

  

２．持分法の適用に関する事

項 

 非連結子会社については持分法の適用

から除外しております。 

 関連会社はありません。 

 非連結子会社及び関連会社はありませ

んので、該当事項はありません。 

   （非連結子会社を持分法の適用から除外

した理由） 

 非連結子会社は当期純損益及び利益

剰余金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、持

分法を適用せず原価法により評価して

おります。 

  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日は、ＮＥＣ飛鼎克

信息技術服務（北京）有限公司を除き、 

連結決算日と一致しております。 

  連結財務諸表の作成にあたっては、同

社についてはその決算日（12月31日）現

在の財務諸表を使用しております。ただ

し、連結決算日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要な調整

を行っております。 

 連結子会社の決算日は、ＮＥＣ飛鼎克

信息技術服務（北京）有限公司及び日電

飛鼎克系統集成技術（北京）有限公司を

除き、連結決算日と一致しております。 

  連結財務諸表の作成にあたっては、両

社についてはその決算日（12月31日）現

在の財務諸表を使用しております。ただ

し、連結決算日までの期間に発生した重

要な取引については、連結上必要な調整

を行っております。 

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 

イ 有価証券 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

イ 有価証券 

  （イ）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用して

おります。 

（イ）満期保有目的の債券 

     ────── 

  （ロ）その他有価証券 

①時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定しておりま

す。） 

（ロ）その他有価証券 

①時価のあるもの 

同左 

  ②時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

②時価のないもの 

同左 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  ロ たな卸資産 

①商品、製品、半製品、原材料 

総平均法に基づく原価法 

②仕掛品、貯蔵品 

個別法に基づく原価法 

ロ たな卸資産 

①商品及び製品、原材料  

総平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げ方法により算定）を採用

しております。  

②仕掛品、貯蔵品 

個別法に基づく原価法を採用して

おります。 

     （会計方針の変更）  

 当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日公表分）を

適用しております。 

 これによる連結財務諸表に与える影

響はありません。  

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

  イ 有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物及び構築物   ２～50年 

機械装置及び運搬具 ２～10年 

工具、器具及び備品 ２～20年 

イ 有形固定資産（リース資産を除

く） 

定率法 

ただし、アウトソーシング用資産

については定額法を採用しており

ます。  

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物及び構築物   ２～50年 

機械装置及び運搬具   10年 

工具、器具及び備品 ２～20年  

 （会計方針の変更）  

 当連結会計年度よりアウトソーシン

グなどの定期的な収入を得る事業に供

している有形固定資産については、定

額法を採用しております。この変更

は、当該事業の重要性が高まったこと

から、関連する収入と減価償却費の対

応をより明確にするために行ったもの

です。 

 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、20百万

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、当該箇所に記載しています。 



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

   （会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当連結会計

年度より、平成19年4月1日以降に

取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。こ

れにより、従来の方法に比べ、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8百万円減

少しております。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。 

  

   （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、平成19年3月

31日以前に取得した有形固定資産

については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の5%に到達した連結会

計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の5%相当額と備忘価額との

差額を5年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しており

ます。これにより、従来の方法に

比べ、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

20百万円減少しております。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。 

  

  ロ 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能

期間( 長５年)に基づいて償却し

ております。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除

く） 

同左 

  ハ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

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。  



  

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

  イ 貸倒引当金 

 当社及び連結子会社は、売上債

権、貸付金等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。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 賞与引当金 

 当社及び連結子会社は、従業員

に対する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき当連結会

計年度末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

ロ 賞与引当金 

 当社及び連結子会社は、従業員

に対する賞与の支出に充てるた

め、支給見込額に基づき当連結会

計年度末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。 

   （追加情報） 

 前連結会計年度は、支給対象期

間に対応して賞与支給額を算定

し、流動負債の「未払費用」に含

めて表示しておりましたが、業績

連動型賞与に対応した適正表示の

ため、当連結会計年度より「賞与

引当金」として計上しました。な

お、前連結会計年度末の「未払費

用」に含まれる未払賞与の金額は

5,478百万円であります。 

 また前連結会計年度は、未払賞

与の増減額を営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「未払費用の増

減額（減少：△）」に含めて表示

しておりましたが、当連結会計年

度より「賞与引当金の増減額（減

少：△）」として計上しました。

なお、前連結会計年度の「未払費

用の増減額（減少：△）」に含ま

れる未払賞与の増減額は196百万円

であります。 

  

  ハ 役員賞与引当金 

 当社及び連結子会社は、役員に

対する賞与の支出に充てるため、

支給見込額に基づき当連結会計年

度末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

ハ 役員賞与引当金 

 同左 



   

項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  ニ 退職給付引当金 

 当社及び連結子会社は、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、

当連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を退職給付

引当金または前払年金費用として

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による

定額法により費用処理しておりま

す。 

ニ 退職給付引当金 

 当社及び連結子会社は、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、

当連結会計年度末において発生し

ていると認められる額を退職給付

引当金または前払年金費用として

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

計年度の発生時における従業員の

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

から費用処理することとしており

ます。 

 数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時における従業員の

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

から費用処理することとしており

ます。 

   （追加情報） 

 当社は、平成19年10月1日付で、

従来の確定給付型年金制度を改訂

し、また、将来分の一部に確定拠

出型年金制度等を導入し、「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

号平成14年1月31日）を適用いたし

ました。この制度改訂により、退

職給付債務が2,595百万円減少して

おります。 

 この減少額については、過去勤

務債務として、従業員の平均残存

勤務年数にて、毎期、費用の減少

として処理しております。 

  

       ────── ホ ポイント引当金 

 顧客に付与されたポイントの使

用による費用発生に備えるため、

当連結会計年度末において将来使

用されると見込まれる額を計上し

ております。 

  （追加情報）  

 当社インターネット販売サイト

の顧客に付与されたポイントの使

用による費用発生に備えるため、

当連結会計年度末において将来使

用されると見込まれる額をポイン

ト引当金として計上しておりま

す。 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  (4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社等の資

産及び負債は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及

び費用は期中平均相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計上

しております。 

同左 

  (5）重要なリース取引の処理方法 (5）重要なリース取引の処理方法 

   当社及び国内連結子会社は、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、在外連結子会社

については、主として通常の売買取

引に準じた会計処理によっておりま

す。 

────── 

  (6）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

(6）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 

 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 

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につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の定額法により償却を行って

おります。  

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

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取得日か

ら３か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

同左 

８．金額の表示方法  金額は百万円未満を切り捨てて表示し

ております。 

同左 



  

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

──────   （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これにより、営業利益が６百万円増加し、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それぞれ５百万円減少し

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。  

──────  （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 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10百万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、当該箇所に記

載しております。  



（８）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 ①前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「前受金」（当連結会計年度末の残

高は6,941百万円）は、負債及び純資産の合計額の100分

の5を超えたため区分掲記しました。なお、前連結会計年

度末の「前受金」の金額は4,497百万円であります。 

 ②前連結会計年度まで流動負債の「未払費用」に含め

て表示しておりました「役員賞与引当金」（当連結会計

年度末の残高は28百万円）は、明瞭性の観点から当連結

会計年度より区分掲記することに変更しました。なお、

前連結会計年度末の「役員賞与引当金」の金額は18百万

円であります。 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

2,390百万円、1,267百万円、21,735百万円であります。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 ①前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「未払費用の増減額（減少：△）」に含めて表示

しておりました「役員賞与引当金の増減額（減少：

△）」（当連結会計年度の増加額は9百万円）は、明瞭性

の観点から当連結会計年度より区分掲記することに変更

しました。なお、前連結会計年度の「役員賞与引当金の

増減額（減少：△）」は18百万円であります。 

 ②前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他資産の増減額（増加：△）」に含めて表

示しておりました「前払年金費用の増減額（増加：

△）」（当連結会計年度の増加額は2,094百万円）は、明

瞭性の観点から当連結会計年度より区分掲記することに

変更しました。なお、前連結会計年度の「前払年金費用

の増減額（増加：△）」はマイナス2,185百万円でありま

す。 

 ③前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他負債の増減額（減少：△）」に含めて表

示しておりました「前受金の増減額（減少：△）」（当

連結会計年度の増加額は2,205百万円）は、明瞭性の観点

から当連結会計年度より区分掲記することに変更しまし

た。なお、前連結会計年度の「前受金の増減額（減少：

△）」は1,461百万円であります。 

───── 

   



  

  

（９）注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

 １ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 １              ────── 

当座貸越契約極度額 1,000百万円 

借入実行残高 －百万円 

差引額 1,000百万円 

  

※２ 「関係会社預け金」は、効率的な資金運用を図る

ため、平成15年９月から開始した日本電気株式会社

への預け金期末残高であります。        

※２  「関係会社預け金」は日本電気㈱グループの資金

効率向上をはかるための資金集中管理システムの当

連結会計年度末残高であります。 



  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

(1）給料手当 13,277百万円 

(2）賞与引当金繰入額 1,160  

(3）役員賞与引当金繰入額 28  

(4）退職給付引当金繰入額 454  

(5）減価償却費 1,455  

(6）賃借料 1,581  

(7）貸倒引当金繰入額 103  

(1）給料手当 12,069百万円 

(2）賞与引当金繰入額 1,081  

(3）役員賞与引当金繰入額 21  

(4）退職給付費用 465  

(5）減価償却費 1,471  

(6）賃借料 1,721  

(7）貸倒引当金繰入額 256  

(8）ポイント引当金繰入額 12  

賞与引当金繰入額及び役員賞与引当金繰入額は前連

結会計年度まで給料手当に含めて表示しておりまし

たが、当連結会計年度より区分して表示しておりま

す。なお、前連結会計年度の給料手当に含まれる未

払賞与の計上額は1,054百万円、役員賞与引当金繰入

額の計上額は18百万円であります。 

※２ 研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費の総額は137百万円であります。 

※２ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は144百

万円であります。 

※３  事務所統合費用は、当社グループの経営効率化

を図るため、当社のサプライサービス商品（製

品）倉庫や子会社ＮＥＣインフロンティアシステ

ムサービス㈱の保守用部品倉庫及びリペアセンタ

ー等を対象として統合作業を行ったことに伴うも

のであります。 

※３              ────── 

※４        ────── ※４  事業統合費用は、当社グループの経営効率化を

図るため、当社と子会社ＮＥＣインフロンティア

システムサービス㈱の営業拠点等の統合作業を行

ったことに伴うものであります。 

※５        ────── ※５  事務所移転費用は、保守用部品の供給・修理・

配備の一元化による生産革新を目的とした、当社

リペア部門の保守用部品管理センターへの移転に

伴うものであります。 

※６        ────── ※６  光メディアのプレス生産業務の終結に伴う設備

除却費用等であります。 



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加71株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  54,540,000  －  －  54,540,000

合計  54,540,000  －  －  54,540,000

自己株式         

普通株式  377  71  －  448

合計  377  71  －  448

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年5月10日 

取締役会 
普通株式  818  15 平成19年3月31日 平成19年6月5日 

平成19年11月13日 

取締役会 
普通株式  818  15 平成19年9月30日 平成19年12月4日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年5月21日 

取締役会 
普通株式  1,363 利益剰余金  25 平成20年3月31日 平成20年6月9日 



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加80株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  54,540,000  －  －  54,540,000

合計  54,540,000  －  －  54,540,000

自己株式         

普通株式  448  80  －  528

合計  448  80  －  528

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年5月21日 

取締役会 
普通株式  1,363  25 平成20年3月31日 平成20年6月9日 

平成20年10月29日 

取締役会 
普通株式  1,090  20 平成20年9月30日 平成20年12月4日 

  
（決議予定） 

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年5月29日 

取締役会 
普通株式  1,090 利益剰余金  20 平成21年3月31日 平成21年6月9日 



  

（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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

（単位：百万円） （単位：百万円） 

現金及び預金勘定 7,815

関係会社預け金 12,000

現金及び現金同等物 19,815

現金及び預金勘定 7,646

関係会社預け金 15,700

現金及び現金同等物 23,346

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の主な内訳 

  株式の取得により新たにＮＥＣインフロンティアシ

ステムサービス株式会社を連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びにＮＥＣインフロンテ

ィアシステムサービス株式会社株式の取得価額とＮＥ

Ｃインフロンティアシステムサービス株式会社取得の

ための支出（純額）との関係は次のとおりでありま

す。 

※２               ──────   

（単位：百万円） 

流動資産 2,337

固定資産 181

のれん 602

流動負債 △2,142

少数株主持分 △125

ＮＥＣインフロンティアシステム

サービス株式会社株式の取得価額 853

ＮＥＣインフロンティアシステム

サービス株式会社現金及び現金同

等物 △9

差引：ＮＥＣインフロンティアシ

ステムサービス株式会社取得のた

めの支出 843

 ３ 重要な非資金取引の内容 

   当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ 

692百万円及び697百万円であります。 

  



  

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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 

 (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 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額等 

    未経過リース料期末残高相当額 

 (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 

 (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。 

 (5) 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。 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

  
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

建物及び構築
物 

 749  725  24

機械装置  48  16  32

工具、器具及
び備品 

 4,250  2,213  2,036

車両及び運搬
具 

 3  1  1

ソフトウェア  23  8  15

合計  5,075  2,965  2,109

１年内 977百万円

１年超 1,168百万円

合計 2,145百万円

支払リース料 1,246百万円 

減価償却費相当額 1,188百万円 

支払利息相当額 46百万円 

ファイナンス・リース取引  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引  

 ① リース資産の内容 

 （ア）有形固定資産 

   社内ＩＴ設備（工具、器具及び備品）でありま

す。  

  （イ）無形固定資産 

    ソフトウェアであります。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」に記載のとおりであります。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

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、その内容は次のとおり

であります。  

 (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 

  
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

建物及び構築
物 

 7  6  1

工具、器具及
び備品 

 3,138  1,913  1,225

車両及び運搬
具 

 6  2  3

ソフトウェア  15  4  11

合計  3,168  1,927  1,241

  (2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 639百万円 

１年超 630百万円 

合計 1,270百万円 

  (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 1,050百万円 

減価償却費相当額 1,003百万円 

支払利息相当額 41百万円 

  (4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

  (5)利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

同左 



１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

３．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

（有価証券関係）

  種類 

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21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） 

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 

(1）株式  －  －  －  －  －  －

(2）債券             

①国債・地方

債等 
 －  －  －  －  －  －

②社債  －  －  －  －  －  －

③その他  －  －  －  －  －  －

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  －  －  －  －  －  －

連結貸借対

照表計上額

が取得原価

を超えない

もの 

(1）株式  －  －  －  －  －  －

(2）債券             

①国債・地方

債等 
 －  －  －  －  －  －

②社債  －  －  －  －  －  －

③その他  1,500  1,394  △105  1,500  1,346  △153

(3）その他  －  －  －  －  －  －

小計  1,500  1,394  △105  1,500  1,346  △153

合計  1,500  1,394  △105  1,500  1,346  △153

  
前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日） 

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

その他有価証券     

非上場株式  24  24

  

前連結会計年度（平成20年３月31日） 当連結会計年度（平成21年３月31日）

１年以内 
（百万円） 

１年超５年
以内 
（百万円）

５年超10年
以内 
（百万円）

10年超
（百万円）

１年以内
（百万円）

１年超５年
以内 
（百万円） 

５年超10年
以内 
（百万円） 

10年超
（百万円）

１．債券                                           

(1）国債・地方債等  － － － － －  －  － －

(2）社債  － － － － －  －  － －

(3）その他  － 500 － 1,000 500  －  － 1,000

２．その他  － － － － －  －  － －

合計  － 500 － 1,000 500  －  － 1,000



 前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成

21年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を

設けております。また、従業員の退職等に際して、割増退職金を支払う場合もあります。 

  当社は、平成19年10月1日付けで、退職一時金制度の将来分の一部について、確定給付型の退職年金制度から確

定拠出年金制度へ移行しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

  

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

  前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

(1）退職給付債務（百万円）  △47,749  △50,115

(2）年金資産（百万円）（退職給付信託を含む）  41,747  36,049

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（百万円）  △6,002  △14,066

(4）未認識数理計算上の差異（百万円）  11,497  20,956

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円）  △10,208  △9,450

(6）連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)（百万円）  △4,713  △2,561

(7）前払年金費用（百万円）  11,237  12,695

(8）退職給付引当金 (6)－(7)（百万円）  △15,950  △15,256

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

 （注）１．未認識過去勤務債務（債務の減額）は、平成

16年１月１日に厚生年金基金の代行部分の返

上及び厚生年金基金から企業年金基金への移

行の認可を受け、確定給付型の企業年金基金

制度へ移行したこと及び退職金制度の改定を

行ったことにより発生したもの、並びに平成

19年10月１日に従来の確定給付型年金制度を

改訂し、また、将来分の一部に確定拠出型年

金制度等を導入し、「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号平成14年１月31日）を適用したこと

によるものであります。 

なお、平成19年10月１日の制度改訂により当

期に発生した債務の減少額については「連結

財務諸表作成のための基本となる事項」の

４．会計処理基準に関する事項(3)重要な引

当金の計上基準のホ 退職給付引当金の追加

情報に記載しております。  

 （注）１．未認識過去勤務債務（債務の減額）は、平成

16年１月１日に厚生年金基金の代行部分の返

上及び厚生年金基金から企業年金基金への移

行の認可を受け、確定給付型の企業年金基金

制度へ移行したこと及び退職金制度の改定を

行ったことにより発生したもの、並びに平成

19年10月１日に従来の確定給付型年金制度を

改訂し、また、将来分の一部に確定拠出型年

金制度等を導入し、「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号平成14年１月31日）を適用したこと

によるものであります。 

 （注）２．一部の連結子会社は、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）２．       同左 



３．退職給付費用に関する事項 

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19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

退職給付費用（百万円）  2,095  2,205

(1）勤務費用（百万円）  2,185  2,078

(2）利息費用（百万円）  1,248  1,162

(3）期待運用収益（百万円）  △1,387  △1,313

(4）過去勤務債務の費用処理額（百万円）  △687  △758

(5）数理計算上の差異の費用処理額 

（百万円） 
 736  1,036

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

 （注） 過去勤務債務の費用処理額については、「２．

退職給付債務に関する事項」の(注)１に記載の

過去勤務債務に係る費用処理額であります。 

 （注）         同左 

  前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

(1）割引率（％）    2.5    2.5

(2）期待運用収益率（％） 当 社  3.5 当 社  3.5

  子会社  3.0 子会社  3.0

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）過去勤務債務の額の処理年数（年）  17 17  

(5）数理計算上の差異の処理年数（年） 12～18   12～18   



  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21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

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

内訳 

（単位：百万円）

(繰延税金資産)     

賞与引当金 2,333  

未払事業税 215  

退職給付引当金 2,101  

たな卸資産評価損 3,778  

その他 1,085  

繰延税金資産小計 9,514  

評価性引当額 △41  

繰延税金資産合計 9,472  

繰延税金資産の純額 9,472  

（単位：百万円）

(繰延税金資産)     

賞与引当金 2,155  

未払事業税 262  

退職給付引当金 1,418  

たな卸資産評価損 4,264  

その他 1,529  

繰延税金資産小計 9,630  

評価性引当額 △42  

繰延税金資産合計 9,587  

繰延税金資産の純額 9,587  

 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。 

（単位：百万円）

流動資産－繰延税金資産 6,695  

固定資産－繰延税金資産 2,777  

 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。 

（単位：百万円）

流動資産－繰延税金資産 7,155  

固定資産－繰延税金資産 2,432  

(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

因となった主要な項目別の内訳 

(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 

  （％）

法定実効税率  40.7

（調整）   

地方税の均等割額  2.1

永久否認額（交際費等）  1.3

その他  0.8 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  44.9

  （％）

法定実効税率  40.7

（調整）   

地方税の均等割額  2.0

永久否認額（交際費等）  1.8

その他    △0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  44.5
  



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

パーチェス法の適用 

１．被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式並びに結

合後企業の名称及び取得した議決権比率 

 (1) 被取得企業の名称及びその事業の内容 

    被取得企業の名称 ＮＥＣインフロンティアシステムサービス株式会社 

    事業の内容    ＰＯＳシステム及びネットワークシステムの設置工事並びに保守 

 (2) 企業結合を行った主な理由 

    ＰＯＳシステム及びネットワークシステムの設置工事並びに保守に係る事業の体制強化を図るため。 

 (3) 企業結合日 

    平成19年7月2日 

 (4) 企業結合の法的形式並びに結合後企業の名称 

    企業結合の法的形式 株式取得 

    結合後企業の名称  ＮＥＣインフロンティアシステムサービス株式会社 

 (5) 取得した議決権比率 

    66.66％ 

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

  平成19年7月2日から平成20年3月31日まで 

３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  取得原価 ＮＥＣインフロンティアシステムサービス株式会社の普通株式 853百万円   

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

 (1) 発生したのれんの金額 

    602百万円 

 (2) 発生原因 

    主としてＮＥＣインフロンティアシステムサービス株式会社が事業展開している流通業向け保守サービス

機能及びネットワークシステム技術力によって期待される超過収益力であります。 

 (3) 償却方法及び償却期間 

    5年間にわたる均等償却 

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

   流動資産        2,337百万円 

   固定資産         181百万円 

   資産合計        2,518百万円 

   流動負債        2,142百万円 

   負債合計        2,142百万円 

６．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の

概算額 

   売上高         2,716百万円 

   営業利益          79百万円 

   経常利益          79百万円 

   税金等調整前当期純利益   79百万円 

   当期純利益         26百万円 

   1株当たり当期純利益       49銭 

   （概算額の算定方法） 

    企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の連結

損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としております。 

 なお、当該注記は監査証明を受けておりません。 

（企業結合等関係）



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

該当事項はありません。  



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、サービスの系列、市場の類似性等を考慮しております。 

２．各区分に属する主要品目 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６．会計方針の変更及び会計処理の方法の変更 

      有形固定資産の減価償却の方法の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、当連

結会計年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産及び平成19年3月31日以前に取得した有形

固定資産のそれぞれについて、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、プロアクティブ・メンテナ

ンス事業が17百万円増加し、フィールディング・ソリューション事業が9百万円増加しております。また

消去又は全社についても営業費用が増加しており、その金額は百万円未満であります。   

   

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

科目 

プロアクティ
ブ・メンテナ
ンス事業 
（百万円） 

フィールディ
ング・ソリュ
ーション事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  97,763  116,356  214,119  －  214,119

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 12  －  12 (12)  －

計  97,775  116,356  214,131 (12)  214,119

営業費用  85,670  110,851  196,521  8,729  205,250

営業利益  12,105  5,504  17,610 (8,742)  8,868

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産  52,940  36,292  89,232  42,264  131,497

減価償却費  979  1,005  1,984  133  2,118

資本的支出  732  776  1,508  66  1,575

事業区分 主要品目 

プロアクティブ・メンテナンス事業 保守サービス 

フィールディング・ソリューション事業 
システム展開サービス、サプライサービス、 

運用サポートサービス 

消去又は全社の項目に含めた 
配賦不能営業費用の金額（百万円） 

主な内容 

 8,742
当社の総務部門・経理部門等の一般管理

部門に係る費用であります。 

消去又は全社の項目に含めた 
全社資産の金額（百万円） 

主な内容 

 44,306

当社での余資運用資金（現金及び預金、

関係会社預け金）、長期投資資金（投資

有価証券）、繰延税金資産及び一般管理

部門に係る資産であります。 



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

  （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、サービスの系列、市場の類似性等を考慮しております。 

２．各区分に属する主要品目 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産 

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。 

６．会計方針の変更及び会計処理の方法の変更 

   (1)連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より、

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成

18年５月17日）を適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「プロアクティブ・メンテナンス事

業」で８百万円、「フィールディング・ソリューション事業」で２百万円増加しております。   

科目 

プロアクティ
ブ・メンテナ
ンス事業 
（百万円） 

フィールディ
ング・ソリュ
ーション事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  102,050  109,035  211,086  －  211,086

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 15  －  15 (15)  －

計  102,066  109,035  211,102 (15)  211,086

営業費用  86,796  104,869  191,666  8,936  200,603

営業利益  15,269  4,165  19,435 (8,951)  10,483

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出 
          

資産  48,335  34,328  82,663  49,248  131,912

減価償却費  1,005  1,008  2,014  116  2,130

資本的支出  1,023  634  1,657  4,104  5,761

事業区分 主要品目 

プロアクティブ・メンテナンス事業 保守サービス 

フィールディング・ソリューション事業 
システム展開サービス、サプライサービス、 

運用サポートサービス 

消去又は全社の項目に含めた 
配賦不能営業費用の金額（百万円） 

主な内容 

 8,951
当社の総務部門・経理部門等の一般管理

部門に係る費用であります。 

消去又は全社の項目に含めた 
全社資産の金額（百万円） 

主な内容 

 52,157

当社での余資運用資金（現金及び預金、

関係会社預け金）、有価証券、長期投資

資金（投資有価証券）、繰延税金資産及

び一般管理部門に係る資産であります。 



   (2)リース取引に関する会計基準の適用 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「リ

ース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平

成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用してお

ります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「プロアクティブ・メンテナンス事

業」で４百万円、「フィールディング・ソリューション事業」で０百万円、「消去又は全社」で１百万円

増加しております。   

   (3)アウトソーシング事業用設備償却方法の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる事項」に記載のとおり、当連結会計年度よりアウトソーシングな

どの定期的な収入を得る事業に供している有形固定資産については、定額法を採用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「フィールディング・ソリューション

事業」で20百万円増加しております。 

 前連結会計年度（自平成19年４月1日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月1日 至平成21年

３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全ゼグメントの資産の金額の合計額に占める割合

が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 前連結会計年度（自平成19年４月1日 至平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自平成20年４月1日 至平成21年

３月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



前連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針については、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない会社との取引と

同様に決定しております。 

２．関係会社預け金を除く上記金額のうち、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。 

３．「議決権等の所有（被所有）割合」欄の(29.88％)は、退職給付信託契約上、日本電気株式会社が日本トラ

スティ・サービス信託銀行株式会社（住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口）に対し、

当該株式に属する議決権の行使に関する指図権を有する所有割合で、「67.10％」の内数を示したものであ

ります。 

  

（関連当事者情報）

属性 会社等の名
称 住所 資本金 

(百万円) 
事業の内容
又は職業 

議決権
等の所
有(被所
有)割合 

関係内容
取引の内
容 

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

親会社 日本電気㈱ 
東京都

港区 
 337,939

SI/サービ

ス、ソフト

ウェア、サ

ーバ、パソ

コン等のハ

ードウェア

を含む「IT

ソリューシ

ョン」事業

及び携帯電

話からブロ

ードバンド

ネットワー

ク製品、社

会インフラ

を含む「ネ

ットワーク

ソリューシ

ョン」事業

等 

(被所有)

67.10％ 

(29.88％)

兼任3人 

機器の保

守・修理

及び設置

等の受

託、保守

部品、サ

プライ品

（消耗

品）等の

仕入 

機器の保

守・設

置、サプ

ライ品の

販売 

 118,247

受取手

形及び

売掛金 

28,286

前受金 1,559

製品、部

材の仕入 
 17,382

支払手

形及び

買掛金 

3,220

資

金

の

寄

託 

預

入 
 169,433

関係会

社預け

金 

12,000

払

出 
 168,433

受

取

利

息 

 68



(2）兄弟会社等 

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針については、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない会社との取引と

同様に決定しております。 

２．上記金額のうち、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。 

  

属性 会社等の
名称 住所 資本金 

(百万円) 
事業の内容又は
職業 

議決権
等の所
有(被所
有)割合 

関係内容
取引の
内容 

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

親会社の

子会社 

ＮＥＣパ

ーソナル

プロダク

ツ㈱ 

東京都

品川区 
 18,830

パソコンの商品

企画・開発・製

造及び周辺機器

の販売・故障診

断・修理 

企業向けプリン

タ・ＭＴ装置の

受託開発・製造

等 

 －  －

パーソナ

ル機器の

保守受託

等 

パーソ

ナル機

器の保

守受託 

 6,128

受取手

形及び

売掛金 

1,696

親会社の

子会社 

ＮＥＣフ

ァシリテ

ィーズ㈱ 

東京都

港区 
 240

土木建築その他

各種工事の設

計、請負、監督

及び施工 

不動産の管理、

売買、賃貸借、

仲介、分譲、保

守及び修理 

 －  －
不動産の

賃借等 

不動産

の賃借 
 －

差入保

証金 
1,709



当連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関

連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しておりま

す。  

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。  

１．関連当事者との取引  

  連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

(1）連結財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等 

 （注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針については、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない会社との取引と

同様に決定しております。 

２．関係会社預け金を除く上記金額のうち、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。 

３．「議決権等の所有（被所有）割合（％）」欄の(29.88)は、退職給付信託契約上、日本電気株式会社が日本

トラスティ・サービス信託銀行株式会社（住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口）に対

し、当該株式に属する議決権の行使に関する指図権を有する所有割合で、「67.10」の内数を示したもので

あります。  

  

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 

(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％） 

関連当事者との
関係 
  

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 

親会社 日本電気㈱ 
東京都

港区 
 337,939

SI/サービ

ス、ソフト

ウェア、サ

ーバ、パソ

コン等のハ

ードウェア

を含む「IT

ソリューシ

ョン」事業

及び携帯電

話からブロ

ードバンド

ネットワー

ク製品、社

会インフラ

を含む「ネ

ットワーク

ソリューシ

ョン」事業

等 

(被所有) 

67.10 

（29.88） 

機器の保守・

修理及び設置

等の受託、保

守部品、サプ

ライ品（消耗

品）等の仕入 

  

役員の兼任 

2人  

機器の保

守・設置、

サプライ品

の販売 

 114,313

受取手

形及び

売掛金 

25,354

前受金 2,162

製品、部材

の仕入 
 25,924

支払手

形及び

買掛金 

4,733

資金

の寄

託 

預入  175,508

関係会

社預け

金 

15,000

払出  172,508

受取

利息 
 90



(2）連結財務諸表作成会社と同一の親会社を持つ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

（注）１．取引条件ないし取引条件の決定方針については、市場価格を勘案し、当社と関連を有しない会社との取引と同

様に決定しております。 

   ２．上記金額のうち、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．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 (1) 親会社情報 

  日本電気株式会社（株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、証券会員

制法人福岡証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所に上場）  

 (2) 重要な関連会社の要約財務情報 

  該当事項はありません。   

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 

(百万円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％） 

関連当事者と
の関係 

  
取引の内容

取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円) 

同一の

親会社

を持つ

会社 

ＮＥＣパー

ソナルプロ

ダクツ㈱ 

東京都

品川区 
 18,830

パソコンの

商品企画・

開発・製造

及び周辺機

器の販売・

故障診断・

修理 

企業向けプ

リンタ・Ｍ

Ｔ装置の受

託開発・製

造等 

 －

パーソナル

機器の保守

受託等 

パーソナル機

器の保守受託 
 7,002

受取手

形及び

売掛金 

1,632

同一の

親会社

を持つ

会社 

ＮＥＣネク

サソリュー

ションズ㈱ 

東京都

港区 
 815

システムイ

ンテグレー

ション、ア

ウトソーシ

ング、ASPサ

ービス、ソ

フトウエア

の設計、開

発、販売、

保守等  

 －

機器の保

守・修理及

びネットワ

ークシステ

ムの導入支

援受託等等 

機器の保守、

修理及びネッ

トワークシス

テムの導入支

援受託等 

 6,066

受取手

形及び

売掛金 

1,472

同一の

親会社

を持つ

会社 

  

ＮＥＣファ

シリティー

ズ㈱ 

  

東京都

港区 
 240

土木建築そ

の他各種工

事の設計、

請負、監督

及び施工 

不動産の管

理、売買、

賃貸借、仲

介、分譲、

保守及び修

理 

  

 －
不動産の賃

借等 

不動

産の

賃借 

  

敷金・保

証金の差

入 

 116

差入保

証金 
1,808

敷金・保

証金の返

還 

 17



 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,230.98円 

１株当たり当期純利益金額 92.51円 

１株当たり純資産額 1,281.60円 

１株当たり当期純利益金額 96.72円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

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。 

同左 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益（百万円）  5,045  5,275

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  5,045  5,275

普通株式の期中平均株式数（株）  54,539,583  54,539,480

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

──────  当社は、平成21年1月30日開催の取締役会決議に基づ

き、平成21年４月１日、完全子会社であるＮＥＣインフ

ロンティアシステムサービス株式会社を吸収合併いたし

ました。 

 (1)合併の目的 

 当社は、ＰＯＳシステム及びネットワークシステム

の設置工事並びに保守に係る事業の体制強化を図るた

め、平成19年７月２日付でＮＥＣインフロンティアシ

ステムサービス株式会社を子会社化しておりますが、

このたび、更に迅速かつ効率的な事業展開を図るた

め、平成21年３月31日付で同社を完全子会社化し、平

成21年４月１日をもって同社を吸収合併いたしまし

た。  

 (2)吸収合併の相手会社についての事項 

  ①商号：    ＮＥＣインフロンティアシステム

サービス株式会社 

  ②本店の所在地：神奈川県川崎市高津区北見方二丁

目６番１号 

  ③代表者の氏名： 代表取締役社長 西村 利雄 

  ④資本金の額：  90百万円 

  ⑤純資産の額：  533百万円 

  ⑥総資産の額：  2,748百万円 

  ⑦従業員数：   327名 

  ⑧事業の内容： 通信機器、電子機器、情報処理機

器の販売並びに設置工事、保

守、修理、技術サービス及びＬ

ＡＮシステム設計、工事 

（注）純資産の額、総資産の額並びに従業員数は平

成21年３月31日現在 



  

   

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

──────  (3)吸収合併の相手会社の直近事業年度の売上高及び当

期純利益（平成21年３月期） 

  ①売上高   10,457百万円 

  ②当期純利益 172百万円 

 (4)吸収合併の要旨 

  ①合併の方法 

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、ＮＥＣイ

ンフロンティアシステムサービス株式会社は解散い

たしました。 

  ②吸収合併消滅会社の大株主の名称及び発行済株式

の総数に占める大株主の持株数の割合 

  （平成21年３月31日現在） 

   ＮＥＣフィールディング株式会社 100％ 

  ③吸収合併に係る割り当ての内容 

 ＮＥＣインフロンティアシステムサービス株式会

社は、平成21年３月31日付けで当社の完全子会社と

なったため、本合併による新株の発行、資本金の増

加及び合併交付金の支払いはありません。  

  ④合併後の会社の名称 

   ＮＥＣフィールディング株式会社  

 (5)合併による引継財産 

 資産合計 2,748百万円 

 負債合計 2,215百万円  

 (6)実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 終改正 平成20年12月26日）に基づ

き、共通支配下の取引として会計処理を行っておりま

す。 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,138 6,461

関係会社預け金 ※3  12,000 ※3  15,000

受取手形 ※1  1,942 1,506

売掛金 ※1  44,884 ※1  39,485

リース投資資産 － 30

有価証券 － 490

商品 1,250 －

製品 21 －

半製品 1,118 －

商品及び製品 － 2,411

原材料 20,647 20,025

仕掛品 1,227 861

前払費用 1,389 1,597

繰延税金資産 6,280 6,684

その他 516 693

貸倒引当金 △30 △56

流動資産合計 97,388 95,193

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,102 5,190

減価償却累計額 △2,718 △2,939

建物（純額） 2,384 2,250

構築物 204 201

減価償却累計額 △153 △157

構築物（純額） 51 44

機械及び装置 263 －

減価償却累計額 △214 －

機械及び装置（純額） 48 －

工具、器具及び備品 3,750 3,470

減価償却累計額 △3,285 △3,121

工具、器具及び備品（純額） 465 348

土地 1,158 1,144

リース資産 － 785

減価償却累計額 － △121

リース資産（純額） － 664

建設仮勘定 9 －

有形固定資産合計 4,116 4,451

無形固定資産   

商標権 4 4

ソフトウエア 3,638 2,863

ソフトウエア仮勘定 1,742 3,815

その他 44 43

無形固定資産合計 5,429 6,726



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,419 880

関係会社株式 1,257 1,738

関係会社出資金 200 200

従業員に対する長期貸付金 2 2

破産更生債権等 341 422

長期前払費用 0 64

繰延税金資産 2,694 2,322

差入保証金 3,586 3,602

前払年金費用 11,192 12,634

その他 37 168

貸倒引当金 △291 △379

投資その他の資産合計 20,441 21,657

固定資産合計 29,987 32,835

資産合計 127,376 128,029

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,514 934

買掛金 ※1  25,189 ※1  20,594

リース債務 － 192

未払金 1,214 1,651

未払費用 2,794 2,891

未払法人税等 2,145 2,847

前受金 ※1  6,672 ※1  8,592

預り金 309 268

賞与引当金 5,146 4,688

役員賞与引当金 24 17

ポイント引当金 － 12

流動負債合計 45,012 42,691

固定負債   

リース債務 － 506

退職給付引当金 15,776 15,102

その他 1 445

固定負債合計 15,777 16,054

負債合計 60,790 58,746



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,670 9,670

資本剰余金   

資本準備金 10,161 10,161

資本剰余金合計 10,161 10,161

利益剰余金   

利益準備金 275 275

その他利益剰余金   

別途積立金 37,548 39,748

繰越利益剰余金 8,994 9,520

利益剰余金合計 46,818 49,544

自己株式 △0 △0

株主資本合計 66,648 69,374

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △62 △91

評価・換算差額等合計 △62 △91

純資産合計 66,586 69,283

負債純資産合計 127,376 128,029



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

売上高   

プロアクティブ・メンテナンス事業売上高 94,131 97,655

フィールディング・ソリューション事業売上高 109,805 101,067

売上高合計 ※1  203,936 ※1  198,723

売上原価   

プロアクティブ・メンテナンス事業売上原価   

当期製造原価 77,760 78,408

合計 77,760 78,408

プロアクティブ・メンテナンス事業売上原価 77,760 78,408

フィールディング・ソリューション事業売上原価   

期首商品たな卸高 1,277 －

期首製品たな卸高 24 －

期首商品及び製品たな卸高 － 1,272

当期商品仕入高 39,776 －

当期商品及び製品仕入高 － 38,444

当期製造原価 53,050 47,790

合計 94,129 87,507

他勘定振替高 ※2  244 ※2  226

期末商品たな卸高 1,250 －

期末製品たな卸高 21 －

期末商品及び製品たな卸高 － 1,476

フィールディング・ソリューション事業売上
原価

92,612 85,803

売上原価合計 170,373 164,211

売上総利益   

プロアクティブ・メンテナンス事業売上総利益 16,370 19,247

フィールディング・ソリューション事業売上総利
益

17,192 15,264

売上総利益合計 33,563 34,511

販売費及び一般管理費 ※3, ※4  25,116 ※3, ※4  24,126

営業利益 8,446 10,384

営業外収益   

受取利息 ※1  76 ※1  100

受取配当金 60 ※1  109

保険事務手数料 45 44

販売報奨金 23 22

保険配当金 184 160

受取保険金 37 48

受取補償金 7 55

前受金償却額 81 1

その他 76 61

営業外収益合計 592 603



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 － 11

コミットメントフィー 1 －

固定資産廃棄損 71 481

関係会社育成支援費用 ※1  337 ※1  345

事業統合費用 － ※6  185

事務所移転費用 － ※7  181

その他 17 125

営業外費用合計 427 1,330

経常利益 8,611 9,658

特別損失   

投資有価証券評価損 29 －

事務所統合費用 ※5  44 －

たな卸資産評価損 － 272

事業整理損 － ※8  208

特別損失合計 74 481

税引前当期純利益 8,536 9,177

法人税、住民税及び事業税 2,740 4,010

法人税等調整額 1,049 △13

法人税等合計 3,789 3,997

当期純利益 4,747 5,180



 （注） 

  

プロアクティブ・メンテナンス事業製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    10,420  12.9  9,687  11.9

Ⅱ 労務費    29,023  35.9  28,068  34.6

Ⅲ 経 費 ※１  18,248  22.5  18,758  23.1

Ⅳ 外注加工費    23,198  28.7  24,662  30.4

プロアクティブ・メンテ
ナンス事業当期製造費用 

   80,889  100.0  81,176  100.0

期首半製品及び仕掛品た
な卸高 

   1,314    －   

期首商品及び製品たな卸
高 

   －    1,118   

期首仕掛品たな卸高    －    89   

材料から半製品への振替
高 

   22    －   

合計    82,226    82,384   

期末半製品及び仕掛品た
な卸高 

   1,207    －   

期末商品及び製品たな卸
高 

   －    934   

期末仕掛品たな卸高    －    70   

他勘定振替高 ※２  3,258    2,971   

プロアクティブ・メンテ
ナンス事業当期製造原価 

   77,760    78,408   

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

原価計算の方法 原価計算の方法 

 機種グループ別に分類可能な保守作業については実際

総合原価計算を適用しており、それ以外については実際

個別原価計算を適用しております。 

 なお、当事業年度は比較的多額（総製造費用の１％

超）の原価差額が発生したため、54百万円を仕掛品へ配

賦しております。 

 機種グループ別に分類可能な保守作業については実際

総合原価計算を適用しており、それ以外については実際

個別原価計算を適用しております。 

 なお、当事業年度は比較的多額（総製造費用の１％

超）の原価差額が発生したため、38百万円を仕掛品へ配

賦しております。 

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

設備関係費 5,841百万円 

営業関係費 3,300  

物流等業務委託料 2,215  

通信費 751  

設備関係費 5,364百万円 

営業関係費 3,190  

物流等業務委託料 2,080  

通信費 847  

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 2,406百万円 

前払費用への振替 852  

販売費及び一般管理費 2,789百万円 

前払費用への振替 181  



フィールディング・ソリューション事業製造原価明細書 

 （注） 

  

    
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    10,127  18.5  5,585  11.6

Ⅱ 労務費    11,057  20.1  10,951  22.7

Ⅲ 経 費 ※１  5,907  10.8  5,229  10.9

Ⅳ 外注加工費    27,795  50.6  26,428  54.8

フィールディング・ソリ
ューション事業当期製造
費用 

   54,888  100.0  48,194  100.0

期首仕掛品たな卸高    799    1,138   

合計    55,687    49,332   

期末仕掛品たな卸高    1,138    790   

他勘定振替高 ※２  1,498    751   

フィールディング・ソリ
ューション事業当期製造
原価 

   53,050    47,790   

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

原価計算の方法 原価計算の方法 

 製品別（サービス別）の実際個別原価計算を適用して

おります。 

同左 

※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※１．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

設備関係費 2,250百万円 

営業関係費 178  

物流等業務委託料 6  

通信費 920  

設備関係費 2,093百万円 

営業関係費 125  

物流等業務委託料 136  

通信費 718  

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費 1,471百万円 

前払費用への振替 26百万円 

販売費及び一般管理費 748百万円 

前払費用への振替 3百万円 



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 9,670 9,670

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,670 9,670

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 10,161 10,161

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,161 10,161

資本剰余金合計   

前期末残高 10,161 10,161

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 10,161 10,161

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 275 275

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 275 275

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 37,548 37,548

当期変動額   

別途積立金の積立 － 2,200

当期変動額合計 － 2,200

当期末残高 37,548 39,748

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,883 8,994

当期変動額   

別途積立金の積立 － △2,200

剰余金の配当 △1,636 △2,454

当期純利益 4,747 5,180

当期変動額合計 3,111 525

当期末残高 8,994 9,520

利益剰余金合計   

前期末残高 43,706 46,818



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △1,636 △2,454

当期純利益 4,747 5,180

当期変動額合計 3,111 2,725

当期末残高 46,818 49,544

自己株式   

前期末残高 △0 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

前期末残高 63,537 66,648

当期変動額   

剰余金の配当 △1,636 △2,454

当期純利益 4,747 5,180

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 3,111 2,725

当期末残高 66,648 69,374

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △1 △62

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61 △28

当期変動額合計 △61 △28

当期末残高 △62 △91

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1 △62

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61 △28

当期変動額合計 △61 △28

当期末残高 △62 △91



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 63,535 66,586

当期変動額   

剰余金の配当 △1,636 △2,454

当期純利益 4,747 5,180

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61 △28

当期変動額合計 3,050 2,697

当期末残高 66,586 69,283



 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況



  

（５）重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評

価方法 

(1）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用してお

ります。 

(1）満期保有目的の債券 

────── 

  (2）子会社株式 

移動平均法に基づく原価法 

(2）子会社株式 

同左 

  (3）その他有価証券 

①時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております。) 

(3）その他有価証券 

①時価のあるもの 

同左 

  ②時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

②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、製品、半製品、原材料 

総平均法に基づく原価法 

(2）仕掛品 

個別法に基づく原価法 

(1）商品及び製品、原材料  

総平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げ方法により算定）を採用してお

ります。 

(2）仕掛品 

個別法に基づく原価法を採用してお

ります。 

（会計方針の変更）  

 当事業年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用

しております。 

 これによる財務諸表に与える影響は

ありません。 



  

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

３．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        ２～50年 

構築物       10～30年 

機械及び装置    ２～８年 

工具、器具及び備品 ２～20年 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

ただし、アウトソーシング用資産に

ついては定額法を採用しておりま

す。  

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物        ２～50年 

構築物       10～30年 

工具、器具及び備品 ２～20年 

（会計方針の変更）  

 当事業年度よりアウトソーシングな

どの定期的な収入を得る事業に供して

いる有形固定資産については、定額法

を採用しております。この変更は、当

該事業の重要性が高まったことから、

関連する収入と減価償却費の対応をよ

り明確にするために行ったものです。 

 これにより、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益は、それぞれ20百

万円増加しております。  



  

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

   （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、平成19年4月1日以降に

取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。こ

れにより、従来の方法に比べ、営

業利益、経常利益及び税引前当期

純利益はそれぞれ7百万円減少し

ております。 

  

   （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19

年3月31日以前に取得した有形固

定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の5%に到達した

事業年度の翌事業年度より、取得

価額の5%相当額と備忘価額との差

額を5年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しており

ます。これにより、従来の方法に

比べ、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益はそれぞれ19百万

円減少しております。 

  

  (2）無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

( 長５年)に基づいて償却しており

ます。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ──────  

  

(3）リース資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用してお

ります。 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

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。  

４．外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

同左 



  

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

５．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 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき当事業

年度末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支出に充て

るため、支給見込額に基づき当事業

年度末において発生していると認め

られる額を計上しております。 

   （追加情報） 

 前事業年度は、支給対象期間に

対応して賞与支給額を算定し、流

動負債の「未払費用」に含めて表

示しておりましたが、業績連動型

賞与に対応した適正表示のため、

当事業年度より「賞与引当金」と

して計上しました。なお、前事業

年度末の「未払費用」に含まれる

未払賞与の金額は5,292百万円で

あります。 

  (3）役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基づき当事業年

度末において発生していると認めら

れる額を計上しております。 

(3）役員賞与引当金 

同左 

  (4）退職給付引当金 

 当社は、従業員の退職給付に備え

るため、当事業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、当事業年度末において発生し

ていると認められる額を退職給付引

当金または前払年金費用として計上

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、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による定

額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 

(4）退職給付引当金 

 当社は、従業員の退職給付に備え

るため、当事業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、当事業年度末において発生し

ていると認められる額を退職給付引

当金または前払年金費用として計上

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、各事業年度

の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数による定

額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理するこ

ととしております。 



  

  

項目 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

   （追加情報） 

 当社は、平成19年10月1日付

で、従来の確定給付型年金制度を

改訂し、また、将来分の一部に確

定拠出型年金制度等を導入し、

「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号平成14年1月31日）を適

用いたしました。この制度改訂に

より、退職給付債務が2,595百万

円減少しております。 

この減少額については、過去勤務

債務として、従業員の平均残存勤

務年数にて、毎期、費用の減少と

して処理しております。 

  

  (5）    ──────  

  

(5）ポイント引当金 

 顧客に付与されたポイントの使用

による費用発生に備えるため、当事

業年度末において将来使用されると

見込まれる額を計上しております。 

 （追加情報）  

 当社インターネット販売サイトの

顧客に付与されたポイントの使用に

よる費用発生に備えるため、当事業

年度末において将来使用されると見

込まれる額をポイント引当金として

計上しております。 

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。 

────── 

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

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

８．金額の表示方法  金額は百万円未満を切り捨てて表示し

ております。 

同左 



  

  

（６）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

──────  （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 これにより、営業利益が６百万円増加し、経常利益及

び税引前当期純利益は、それぞれ５百万円減少しており

ます。  

（７）表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（貸借対照表） 

 前事業年度まで流動負債の「未払費用」に含めて表示

しておりました「役員賞与引当金」（当事業年度末の残

高は24百万円）は、明瞭性の観点から当事業年度より区

分掲記することに変更しました。なお、前事業年度末の

「役員賞与引当金」の金額は18百万円であります。 

（貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事業年度に

おいて、「商品」「製品」「半製品」として掲記されて

いたものは、当事業年度から「商品及び製品」と一括し

て掲記しております。なお、当事業年度に含まれる「商

品」「製品」「半製品」は、それぞれ1,459百万円、17百

万円、934百万円であります。 



  

（８）注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 関係会社に関わる注記 ※１ 関係会社に関わる注記 

 関係会社に対する主な資産・負債は次のとおり

であります。 

 関係会社に対する主な資産・負債は次のとおり

であります。 

受取手形及び売掛金 28,396百万円 

買掛金 4,844  

前受金 1,560  

売掛金 25,459百万円 

買掛金 6,025  

前受金 2,162  

 ２ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行1行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

 ２             ────── 

当座貸越契約極度額 1,000百万円 

借入実行残高 －百万円 

差引額 1,000百万円 

  

※３ 「関係会社預け金」は、効率的な資金運用を図る

ため、平成15年９月から開始した日本電気株式会社

への預け金期末残高であります。 

※３ 「関係会社預け金」は日本電気㈱グループの資金

効率向上をはかるための資金集中管理システムの当

事業年度末残高であります。 



  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

※１ 関係会社との取引に係わるものが次のとおり含ま

れております。 

※１ 関係会社との取引に係わるものが次のとおり含ま

れております。 

関係会社への売上高 

受取利息 

関係会社育成支援費用 

118,690

73

337

百万円 関係会社への売上高 

受取利息 

受取配当金 

関係会社育成支援費用 

115,191

97

107

345

百万円 

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

フィールディング・ソリューション事業 

販売費及び一般管理費 244百万円 

フィールディング・ソリューション事業 

販売費及び一般管理費 226百万円 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は65％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は35％であ

ります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※３ 販売費に属する費用のおおよその割合は63％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は37％であ

ります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

(1）給料手当 12,883百万円 

(2）賞与引当金繰入額 1,118  

(3）役員賞与引当金繰入額 24  

(4）退職給付引当金繰入額 443  

(5）減価償却費 1,442  

(6）賃借料 1,465  

(7）貸倒引当金繰入額 78  

(1）給料手当 11,539百万円 

(2）賞与引当金繰入額 1,026  

(3）役員賞与引当金繰入額 17  

(4）退職給付費用 444  

(5）減価償却費 1,447  

(6）賃借料 

(7）貸倒引当金繰入額 

1,572

254

  

  

(8）ポイント引当金繰入額 12  

(9）業務委託料 1,970  

賞与引当金繰入額及び役員賞与引当金繰入額は前 

事業年度まで給料手当に含めて表示しておりました

が、当事業年度より区分して表示しております。な

お、前事業年度の給料手当に含まれる未払賞与の計

上額は1,017百万円、役員賞与引当金繰入額の計上額

は18百万円であります。 

  

※４ 研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費の総額は137百万円であります。 

※４ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は144百

万円であります。 

※５ 事務所統合費用は、当社グループの経営効率化を

図るため、当社のサプライサービス商品（製品）倉

庫や子会社ＮＥＣインフロンティアシステムサービ

ス㈱の保守用部品倉庫及びリペアセンター等を対象

として統合作業を行ったことに伴うものでありま

す。 

※５        ────── 

※６        ────── ※６ 事業統合費用は、当社グループの経営効率化を図

るため、当社と子会社ＮＥＣインフロンティアシス

テムサービス㈱の営業拠点等の統合作業を行ったこ

とに伴うものであります。        

※７        ────── ※７ 事務所移転費用は、保守用部品の供給・修理・配

備の一元化による生産革新を目的とした、当社リペ

ア部門の保守用部品管理センターへの移転に伴うも

のであります。 

※８        ────── ※８ 光メディアのプレス生産業務の終結に伴う設備除

却費用等であります。 



前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加71株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加80株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  377  71  －  448

合計  377  71  －  448

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  448  80  －  528

合計  448  80  －  528



  

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21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 

 (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 

 (2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

 (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 

 (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。 

 (5)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。 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

建物及び構築
物 

 749  725  24

機械装置  48  16  32

工具、器具及
び備品 

 4,188  2,183  2,005

合計  4,986  2,924  2,061

１年内 958百万円 

１年超 1,138百万円 

 合計 2,097百万円 

支払リース料 1,222百万円 

減価償却費相当額 1,165百万円 

支払利息相当額 45百万円 

ファイナンス・リース取引  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引  

 ① リース資産の内容 

  有形固定資産 

   社内ＩＴ設備（工具、器具及び備品）でありま

す。  

  ② リース資産の減価償却の方法 

  重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

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、その内容は次のとおり

であります。  

 (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 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

建物及び構築
物 

 7  6  1

工具、器具及
び備品 

 3,083  1,875  1,207

合計  3,091  1,882  1,208

 (2)未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 623百万円 

１年超 612百万円 

 合計 1,236百万円 

 (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 1,027百万円 

減価償却費相当額 981百万円 

支払利息相当額 40百万円 

 (4)減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 (5)利息相当額の算定方法 

同左 

（減損損失について） 

同左 



 前事業年度末（平成20年３月31日）及び当事業年度末（平成21年３月31日）における子会社株式で時価のあるものはあ

りません。 

  

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21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

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

内訳 

（単位：百万円） （単位：百万円） 

（繰延税金資産）   

賞与引当金 2,094

未払事業税 195

退職給付引当金 2,029

たな卸資産評価損 3,652

その他 1,034

繰延税金資産小計 9,007

評価性引当額 △32

繰延税金資産合計 8,974

繰延税金資産の純額 8,974

（繰延税金資産）   

賞与引当金 1,908

未払事業税 242

退職給付引当金 1,318

たな卸資産評価損 4,121

その他 1,451

繰延税金資産小計 9,040

評価性引当額 △33

繰延税金資産合計 9,007

繰延税金資産の純額 9,007

 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

（単位：百万円）

流動資産－繰延税金資産 6,280  

固定資産－繰延税金資産 2,694  

 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

（単位：百万円）

流動資産－繰延税金資産 6,684  

固定資産－繰延税金資産 2,322  

(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

因となった主要な項目別の内訳 

(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 

  

  （％）

法定実効税率  40.7

（調整）   

地方税の均等割額  2.2

永久否認額（交際費等）  1.3

その他  0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  44.4

  （％）

法定実効税率  40.7

（調整）   

地方税の均等割額  2.0

永久否認額（交際費等）  1.3

その他  △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率  43.6



前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31

日） 

 該当事項はありません。 

  

（企業結合等関係）



 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,220.88円 

１株当たり当期純利益金額 87.05円 

１株当たり純資産額 1,270.33円 

１株当たり当期純利益金額 94.98円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

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。 

同左 

  
前事業年度 

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益（百万円）  4,747  5,180

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  4,747  5,180

普通株式の期中平均株式数（株）  54,539,583  54,539,480

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

──────  当社は、平成21年1月30日開催の取締役会決議に基づ

き、平成21年４月１日、完全子会社であるＮＥＣインフ

ロンティアシステムサービス株式会社を吸収合併いたし

ました。 

 (1)合併の目的 

 当社は、ＰＯＳシステム及びネットワークシステム

の設置工事並びに保守に係る事業の体制強化を図るた

め、平成19年７月２日付でＮＥＣインフロンティアシ

ステムサービス株式会社を子会社化しておりますが、

このたび、更に迅速かつ効率的な事業展開を図るた

め、平成21年３月31日付で同社を完全子会社化し、平

成21年４月１日をもって同社を吸収合併いたしまし

た。  

 (2)吸収合併の相手会社についての事項 

  ①商号：    ＮＥＣインフロンティアシステム

サービス株式会社 

  ②本店の所在地：神奈川県川崎市高津区北見方二丁

目６番１号 

  ③代表者の氏名： 代表取締役社長 西村 利雄 

  ④資本金の額：  90百万円 

  ⑤純資産の額：  533百万円 

  ⑥総資産の額：  2,748百万円 

  ⑦従業員数：   327名 

  ⑧事業の内容： 通信機器、電子機器、情報処理機

器の販売並びに設置工事、保

守、修理、技術サービス及びＬ

ＡＮシステム設計、工事 

（注）純資産の額、総資産の額並びに従業員数は平

成21年３月31日現在 



  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

──────  (3)吸収合併の相手会社の直近事業年度の売上高及び当

期純利益（平成21年３月期） 

  ①売上高   10,457百万円 

  ②当期純利益 172百万円 

 (4)吸収合併の要旨 

  ①合併の方法 

 当社を存続会社とする吸収合併方式で、ＮＥＣイ

ンフロンティアシステムサービス株式会社は解散い

たしました。 

  ②吸収合併消滅会社の大株主の名称及び発行済株式

の総数に占める大株主の持株数の割合 

  （平成21年３月31日現在） 

   ＮＥＣフィールディング株式会社 100％ 

  ③吸収合併に係る割り当ての内容 

 ＮＥＣインフロンティアシステムサービス株式会

社は、平成21年３月31日付けで当社の完全子会社と

なったため、本合併による新株の発行、資本金の増

加及び合併交付金の支払いはありません。  

  ④合併後の会社の名称 

   ＮＥＣフィールディング株式会社  

 (5)合併による引継財産 

 資産合計 2,748百万円 

 負債合計 2,215百万円  

 (6)実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分

離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第10号 終改正 平成20年12月26日）に基づ

き、共通支配下の取引として会計処理を行っておりま

す。  



(1)役員の異動 

  別添の資料に記載しております。 

  

(2)その他  

①受注実績 

 当連結会計年度の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

②販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２． 近２連結会計年度における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は、次の

とおりであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他

事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 前期比（％） 受注残高(百万円) 前期比（％） 

プロアクティブ・メンテナンス事

業 
 104,326  103.8  14,966  117.9

フィールディング・ソリューショ

ン事業 
 107,588  91.0  9,128  86.3

合計  211,914  96.9  24,094  103.6

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比（％） 

プロアクティブ・メンテナンス事業  102,050  104.4

フィールディング・ソリューション事業  109,035  93.7

合計  211,086  98.6

相手先 

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

日本電気株式会社  118,321  55.3  114,497  54.2
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