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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 183,720 △2.8 9,136 14.2 9,438 10.7 4,021 △14.8
23年3月期 189,107 △0.9 8,002 △21.5 8,523 △15.7 4,722 △3.1

（注）包括利益 24年3月期 4,032百万円 （△14.3％） 23年3月期 4,705百万円 （△3.1％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 73.74 ― 5.3 7.0 5.0
23年3月期 86.58 ― 6.4 6.4 4.2

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 136,305 76,952 56.5 1,410.96
23年3月期 132,790 75,101 56.6 1,377.01

（参考） 自己資本   24年3月期  76,952百万円 23年3月期  75,101百万円

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

24年3月期 10,161 △4,674 △2,548 29,536
23年3月期 8,388 △3,503 △2,494 26,599

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 2,181 46.2 3.0
24年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00 2,181 54.2 2.9
25年3月期(予想) ― 20.00 ― 20.00 40.00 38.3

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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(累計) 91,600 3.5 4,000 10.8 4,000 4.2 2,400 7.3 44.00
通期 196,000 6.7 10,000 9.4 10,000 6.0 5,700 41.7 104.51



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、【添付資料】P.23「４．連結財務諸表(7)会計方針の変更等」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 有
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 54,540,000 株 23年3月期 54,540,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期 652 株 23年3月期 652 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 54,539,348 株 23年3月期 54,539,371 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 180,978 △2.9 9,214 10.3 9,207 7.4 3,841 △20.3
23年3月期 186,408 △0.8 8,354 △20.2 8,573 △15.0 4,820 0.7

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

24年3月期 70.44 ―
23年3月期 88.39 ―

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

24年3月期 134,169 76,180 56.8 1,396.81
23年3月期 130,815 74,508 57.0 1,366.14

（参考） 自己資本 24年3月期  76,180百万円 23年3月期  74,508百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査の手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表
の監査手続きは終了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、【添付
資料】P.2「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 



  

  

※ 当社は、以下のとおりマスコミ・機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催いたします。この決算説明会で

配布する資料は、決算発表後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

 また、決算説明会の動画、主なＱ＆Ａ等については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成２４年４月２６日（木）・・・・マスコミ・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

※ 上記説明会のほかにも、当社では個人投資家のみなさま向けに適宜、事業・業績に関する説明会を開催していく

予定です。今後の開催の予定等については、当社ホームページをご確認ください。  
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(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、原子力災害による電力供給の制約などの東日本大震災の影響が継続する中

で、復興需要による内需の持ち直しなどが要因となり、緩やかな景気回復の動きはありましたが、円高の長期化や欧

州を中心とした海外経済の減速に加え、タイの洪水による製品部品の生産停止の影響などにより、本格的な景気回復

には至りませんでした。 

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においては、業務効率化やＩＴコストの削減を目

的とした仮想化やクラウド関連サービスに加え、東日本大震災の教訓を活かした事業継続／ディザスタリカバリー対

応サービスへの関心が高まりました。しかしながら、本格的な景気回復の遅れにより、ＩＴ投資に対して慎重な企業

が多く、厳しい状況が続きました。 

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

Social Responsibility：企業の社会的責任）を経営の基軸とした事業運営を積極的に実践するとともに、サポート

サービス事業の担い手である「ひと」を財産と捉え「人財」に対する投資・育成を充実し、堅実な事業遂行を図り、

さらに継続した費用構造改革を推進することで安定的な利益の創出を目指して活動してまいりました。 

当連結会計年度における売上高は、1,837億20百万円（前期比2.8%減）となりました。これは、保守サービスでの

自主契約促進による契約保守の増収に加え、サプライサービスでのインターネットショップ「い～るでぃんぐ」やク

ラウド／仮想化、環境領域および運用支援サービスなどの全ての注力領域で増収となりましたが、需要回復の弱さや

大型案件の減少が影響したことによるものです。 

経常利益は、94億38百万円（前期比10.7%増）となりました。これは、システム展開サービスでの減収に伴う減益

を、保守サービスでの原価低減活動の効果などで補ったことによるものです。 

当期純利益は、40億21百万円（前期比14.8％減）となりました。これは、経常利益の増加はあったものの、遊休状

態にあった播磨研修センターの有形固定資産の減損5億93百万円を特別損失に計上したことに加え、平成23年12月2日

公布の「改正法人税法等」に基づく税率変更により、繰延税金資産の取崩に伴う法人税等調整額7億25百万円を計上

したことなどによるものです。 

 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。 

＜成長に向けた活動＞ 

◇自主事業拡大に向けたマーケット開拓の推進 

・マーケットポテンシャル分析による市場開拓 

各エリアにおいて、全社統一の方法でマーケットポテンシャル分析を行い、市場開拓戦略を策定し、戦略実行に

向けた営業教育を実施いたしました。 

  

◇グローバル事業拡大に向けた事業基盤強化 

・ＮＥＣ飛鼎克信息技術服務（北京）有限公司を核とした中国事業基盤の強化 

流通や交通などの業種に対するソリューションビジネス等、新事業の展開・拡大に向けて、人財の強化・育成を

推進いたしました。  

・欧米地域でのＪＯＣ（日系企業）に対する事業展開の推進 

欧米地域へ進出している流通系ＪＯＣに対して、ＮＥＣ現地法人およびパートナーと連携し、日本品質のサポー

トサービスを提供する体制作りを推進いたしました。 

  

１．経営成績

24年３月期の連結業績（売上高・経常利益）  （金額単位：百万円）

  24年３月期（上半期） 24年３月期（下半期） 24年３月期（通期） 

売上高  88,500 ％ △2.7  95,220 ％ △3.0  183,720 ％ △2.8

経常利益  3,838 ％ 3.9  5,600  ％ 16.0  9,438  ％ 10.7



◇ライフサイクルマネジメント（ＬＣＭ）(注1) ／クラウド(注2)事業強化 

・Ｏｆｆｉｃｅ ３６５ ソリューションパックのリリースと強化 

「Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ ３６５」(注3)の導入から運用までをトータルにサポートし、サポートデ

スクも併せて提供する「Ｏｆｆｉｃｅ ３６５ ソリューションパック」を8月にリリースいたしました。また、

サービス強化として100ユーザ以下のお客さまを対象とした「Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｏｎｌｉｎｅ おまかせバリュ

ーセット」の追加とサービス体系の見直しを行い、3月にリリースいたしました。 

・サーバ仮想化ソリューションパックに2モデル追加し、全8モデルへ拡充 

お客さまの多様なニーズに対応するため、サーバの耐障害性を向上させてシステムの連続稼動を実現する「ＦＴ

サーバパック（Ｈｙｐｅｒ－Ｖモデル）」とサーバを二重化するとともに、仮想化共有ストレージを採用し、高

い可用性を 小限の構成で実現する「Ｖｉｒｔｕａｌ－ＳＡＮパック（ＶＭｗａｒｅモデル）」の2モデルを10

月に追加し、全8モデルのラインナップに強化いたしました。 

・自治体／医療を中心とした垂直型サービスモデルの構築 

ライフサイクルマネジメント（ＬＣＭ）事業の拡大に向け、中小自治体向けＳａａＳ型サービスと電子カルテサ

ービスにおいてサービスデスクやリモート運用・監視、ハード保守までのサービスを組み合わせたモデルを構築

し、案件の獲得を進めました。 

  

◇案件発掘および対応力強化に向けた専門要員の増強 

・プラットフォームＳＥの増強 

強みであるオンサイトでの対応力を活かしたライフサイクルマネジメント（ＬＣＭ）事業の拡大に向け、プラッ

トフォームＳＥを平成24年3月期累計目標450名に対して、計画通り450名を育成完了し、現場での案件発掘に向

けた活動を推進しております。 

・クラウド環境に対応した設計・構築要員の強化 

仮想化ソリューションの設計・構築要員を平成24年3月期累計目標350名に対して、計画通り累計356名を育成完

了し、現場での設計・構築などを中心とした案件対応力を強化しております。 

・い～るでぃんぐ専任営業体制の構築 

インターネットショップ「い～るでぃんぐ」において、専任営業職15名を配置し、拡販活動を強化いたしまし

た。 

  

◇クラウド需要に対応したインフラの整備 

・ＮＥＣ北海道データセンターの設立 

ＮＥＣ中部データセンターの設立に続き、北海道地区における自治体や中堅企業をターゲットとしたクラウドサ

ービス提供環境の強化を目的にＮＥＣと共同で北海道データセンターを設立し、本年4月より稼働いたしまし

た。お客さまに対してはデータセンターサービスに加え、ＮＥＣの総合力を活かした信頼性の高い統合サービス

デスクを地域密着型で提供いたします。 

  

◇環境ビジネス強化 

・ＩＴ環境アセスメント要員の強化 

環境に配慮したお客さまシステムの 適運用への提案強化に向け、前年度に育成した138名の更なるスキル向上

を目指して、129名のステップアップ教育を完了いたしました。  

・オフィスの消費電力を“見える化”し省エネを支援する「エネパル(R) Ｏｆｆｉｃｅ」リリース 

電力センサーを利用して、空調機器や照明機器およびコンセントに接続した機器の消費電力を見える化するとと

もに、過去の消費電力のパターンから想定される消費電力量と実績値と比較し、省エネ目標達成に向けた対策立

案をサポートする「エネパル(R) Ｏｆｆｉｃｅ」を7月にリリースいたしました。  

・省エネ化と高い信頼性の大容量無停電電源装置（ＵＰＳ)「ＢＰ-ＬＥシリーズ」リリース 

給電方式にパラレルプロセッシング方式(注4)を採用したことで、従来方式に比べ消費電力を約75％削減し省エ

ネルギーに貢献するとともに、信頼性を向上しシステムの安定稼働に寄与する「ＢＰ-ＬＥシリーズ」を10月に

リリースいたしました。 

  

◇ＩＴ事業継続ソリューションの拡販活動 

・事業継続力を強化する企業のインフラセミナー 

仮想化／クラウド技術を活用した製品・ソリューションを、ニーズが高まっている事業継続の観点から様々な事

例を交えて紹介するセミナーを、全国9会場で開催いたしました（平成24年3月期累計来場数：155社202名）。 

  



＜利益の創出に向けた活動＞ 

◇コストダウンに向けた業務プロセス改革の推進 

・生産革新活動の間接部門を含む全社プロジェクト化の展開 

従来から取り組んでいるロジスティクスやリペア部門を中心とした生産革新活動を、間接部門を含めた全社へ展

開するためプロジェクトを立ち上げて活動を開始いたしました。  

・効率化と品質向上に向けた新コールセンター（エリアコンタクトセンター）体制の構築 

保守領域と運用領域のＣＳ向上と業務効率化に向けてエリアコンタクトセンターを構築し、コールセンターの再

配置と業務の標準化を推進しております。 

・内外リソース 適化の推進 

優良パートナーとの密な関係構築により、内外リソースの 適化を図り、注力領域や成長領域の拡大に向けたリ

ソースシフトを推進中です。 

  

＜ＣＳ向上活動＞ 

◇530万システム（約30万社）のお客さまシステムの安定稼働に向けた取り組み 

・提案活動強化によるお客さまニーズへの対応と技術力向上による障害対応力の強化 

提案活動の強化によりお客さまの潜在的なニーズ・課題を把握し、予防保守を推進するとともに、障害時の対応

力を強化するため、サービス基盤となる4,000名の顧客接点をもったエンジニアの技術力向上に取り組んでおり

ます。これにより、障害出動件数が今年度累計で約35,000件減少（前年比約6%改善）し、システムの安定稼働に

寄与しております。 

・マイユーザ対応によるお客さまから信頼されるパートナー関係の構築 

お客さま担当チームを編成することで、障害・品質状況を適時に把握し、お客さま個別問題の早期解決や安定化

に向けた提案を的確、且つスピーディーに行う体制を構築し、1月より活動開始いたしました。 

・地域におけるＣＳ向上活動 

全社で推進しているＣＳ向上プロジェクトと地域別ＣＳ向上活動の連携強化の一環として、ＣＳシニアアドバイ

ザを41名体制に増強し、現場支援機能の強化を目的に全国の各エリアに 適配置いたしました。 

  

◇ＣＳ向上活動に対する外部機関評価 

・経営の基軸であるＣＳの向上活動の成果として、各調査機関が実施している顧客満足度調査において高い評価を維

持しております。 

日経ＢＰガバメントテクノロジー 第2回自治体ＩＴシステム満足度調査  

 システム運用関連サービス部門：第1位（2011年秋号） 

日経コンピュータ2011年8月18日号 第16回顧客満足度調査 

 システム運用関連サービス（情報サービス会社）部門：第3位（2011年8月18日号） 

Ｊ．Ｄ． パワー アジア・パシフィック社顧客満足度調査(注5)：第3位（10月） 

・ＨＤＩアカデミーアワード2011にて「ＨＤＩサポートセンター国際認定（SCC）アワード」を10月に受賞 

2010年12月に「ＨＤＩサポートセンター国際認定（注6）」の3回目となる更新認定を世界トップレベルの評価で

取得した後、ＨＤＩメンバーとしてサポート業界の発展に寄与したことが評価され、昨年度から連続受賞いたし

ました。 

  



＜ＣＳＲ活動＞ 

◇社会・地域貢献活動および文化支援・環境保全活動への継続した取り組み 

・世界遺産劇場への冠協賛および関連イベントである世界遺産大學への特別協力 

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（第十六幕：8月、第十七幕：9月、第

十八幕：3月）」に冠協賛いたしました。また、関連イベントである「世界遺産大學（第7回：9月、第8回：10

月、第9回：3月）」へも継続して特別協力として参画いたしました。 

・あきる野市、明星大学との連携による自然環境活動と共生に関する取り組み 

「郷土の恵みの森構想」を具体化する一つの取り組みとしてスタートし、全国で初となる産学官連携とＮＰＯ法

人、地域社会との協働による森の保全・活用と地域の活性化を目的とした活動を実施しております。 

  

◇ＣＳＲ活動に対する外部機関評価 

・東洋経済新報社「ＣＳＲ企業調査」2011にて、サービス業で№1評価獲得 

株式会社東洋経済新報社による「第5回ＣＳＲ企業ランキング(2011年)」にて当社はサービス業として№1評価を

獲得いたしました（全体ランキングでは106位）。 

・第15回環境コミュニケーション大賞「環境報告書部門優秀賞」受賞 

2011年10月に発行した「ＣＳＲ報告書2011」が、第15回環境コミュニケーション大賞（主催／環境省、財団法人 

地球・人間環境フォーラム）において、「環境報告書部門 優秀賞（地球・人間環境フォーラム理事長賞）」を

受賞いたしました。 

  

◇東日本大震災の復興支援への取り組み 

・節電タスクの推進 

夏場の電力不足への対応として、タスクフォースを立ち上げて節電施策を推進し、お客さまシステムの安定稼働

においては、輪番休業企業への対応に向けた体制整備と計画停電に対する予防策を実施いたしました。また、節

電対策では平成23年度4月～9月の使用電力の平均18%を削減いたしました。 

  

(注1) ライフサイクルマネジメントとは、ＩＴシステム全般を対象とした導入時の企画から設計・構築、運用、保

守、改善、撤去にわたるサイクルをマネジメントすることです。 

(注2) クラウドとは、インターネットで結ばれたサーバ群をあたかもひとつのコンピュータのように捉え、その中に

用意されたアプリケーションや情報サービスを、ユーザーが必要な時に必要なだけ、ブラウザなどを通じて使

えるようにするという、新しいＩＴ利用のコンセプトのことです。 

(注3) Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ ３６５とは、電子メール、予定表、ファイル共有、ポータル、インスタン

トメッセージ、オンライン会議などの機能を、Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｏｆｆｉｃｅ アプリケーションと統合し

て提供する、マイクロソフトのクラウドサービスのことです。 

(注4) パラレルプロセッシング方式とは、通常運転時は商用電源と双方向インバータが常時並列に動作しており、双

方向インバータによるアクティブフィルタ機能により高調波を吸収するとともに、商用電源をスルーで出力す

るため、高品質な電力供給と省エネの両立を実現する方式のことです。停電等の電源異常が発生しても無瞬断

でバッテリ運転へ切替えることができるため、システムの安定稼動にも寄与いたします。 

(注5) J.D. パワー アジア・パシフィックによる「2011年日本ＩＴ機器保守サービス顧客満足度調査SM＜サーバ機編

＞」：全国の従業員規模100名以上の企業2,782社からの3,717件の回答によります。www.jdpower.co.jp 

(注6) 「ＨＤＩサポートセンター国際認定」とは、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

めた制度で、電話・ファックス・電子メールを利用してお客さまをサポートするヘルプデスクのサービス品質

の向上と業務効率の向上を目的とした制度のことです。 

  



②セグメント別の売上高・営業利益分析 

 セグメント別の成績については次のとおりです。   

[保守サービス]  

（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） 

 （注）営業利益は、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。  

売上高は、自主契約促進活動による契約保守および注力領域であるソフトサポート、ＩＴベンダ各社との協業やＩ

Ｔ／ネットワーク統合で増収となりましたが、未契約保守などで減収したことにより、937億68百万円（前期比1.9%

減）となりました。  

営業損益は、減収に伴う減益はありましたが、継続して取り組んでいる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に加え、保守作業の効率化推進の効果による利益率の改善により、165億67百万円の利益

（前期比14.2%増）となりました。  

[システム展開サービス] 

（売上高におけるパーセント表示は、対前期増減率） 

 （注）営業損失は、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。  

売上高は、クラウド／仮想化や環境領域では増収となりましたが、セキュリティ／ネットワーク領域での減収に加

え、需要回復の弱さの影響により、290億89百万円（前期比5.0%減）となりました。  

営業損益は、継続して資材費低減活動を積極的に行いましたが、減収による減益などにより、16億65百万円の損失

（前期は8億66百万円の損失）となりました。  

  （金額単位：百万円）

  24年３月期 保守サービス  

  上半期 下半期 通期 

売上高  46,897 ％ △1.6  46,870 ％ △2.2  93,768 ％ △1.9

営業利益  7,821 ％ 11.7  8,745  ％ 16.6  16,567  ％ 14.2

  （金額単位：百万円）

  24年３月期 システム展開サービス  

  上半期 下半期 通期 

売上高  12,860 ％ △7.9  16,228 ％ △2.6  29,089 ％ △5.0

営業損失（△）  △1,353  －   △312 －  △1,665 － 



[サプライサービス] 

（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） 

 （注）営業利益は、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。  

売上高は、注力領域におけるインターネットショップ「い～るでぃんぐ」を中心とした注力領域では増収となりま

したが、大型案件の減少の影響などにより、414億88百万円（前期比4.7%減）となりました。  

営業損益は、減収に伴う減益はありましたが、利益率の改善により6億55百万円の利益（前期比37.3%増）となりま

した。 

[運用サポートサービス] 

（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） 

 （注）営業利益は、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。  

売上高は、 メディアサービスでの前期獲得した特需案件の反動による減収はありましたが、注力領域である運用

支援サービスやヘルプデスクサービスにおいては、景気の影響によるお客さまシステム運用の内製化促進は継続した

ものの、自治体や医療領域での案件獲得が増加したことにより、193億74百万円（前期比微増）となりました。  

営業損益は、メディアサービスでの減収に伴う減益に加え、注力領域での利益率の悪化により、15億89百万円の利

益（前期比14.2%減）となりました。  

  

  （金額単位：百万円）

  24年３月期 サプライサービス  

  上半期 下半期 通期 

売上高  19,242 ％ △2.1  22,246 ％ △6.9  41,488 ％ △4.7

営業利益  312 ％ 34.3  342 ％ 40.1  655 ％ 37.3

  （金額単位：百万円）

  24年３月期 運用サポートサービス  

  上半期 下半期 通期 

売上高  9,499 ％ △2.3  9,875 ％ 2.4  19,374 ％ 0.0

営業利益  793 ％ △12.9  796 ％ △15.3  1,589 ％ △14.2



③次期の見通し 

 平成25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） 

通期（4～3月累計）の見通しについては、原油高や原子力発電所の停止による電力不足などにより景気回復が停滞

するリスクがありますが、東日本大震災の復興需要による内需の回復とアメリカの景気好転や円高の一服などによる

外需の回復を背景として緩やかな景気回復の動きは継続すると予想されています。 

また、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においては、景気の不透明感によるＩＴ投

資の抑制の影響はあると予想されるものの、事業継続対策としてデータセンターを活用した基幹システムのバックア

ップやオフィス環境の見直しなどに対応したインフラ再構築、業務効率化やＩＴコスト削減を目的とするクラウドの

活用や仮想化などのニーズが高まると予想されています。 

このような環境の中、当社グループは、平成24年3月期に強化を図った事業運営基盤を 大限に活用するととも

に、将来の成長に向けた戦略投資を継続し、中期計画で掲げている増収増益基調への転換を図ってまいります。 

上記の方針の基、費用構造改革や経営基盤改革を推進するとともに、トップライン（売上高）拡大に向けた以下４

つの活動（柱）に傾注し、次期の連結業績については、売上高は1,960億円（前期比6.7％増）、営業利益は100億円

（前期比9.4％増）、経常利益は100億円（前期比6.0％増）、当期純利益57億円（前期比41.7％増）を計画しており

ます。 

  

＜トップライン（売上高）拡大に向けた4つの柱＞ 

①垂直型サービスモデルでのビジネス展開 

前期に注力してきた自治体や医療を中心としたサービスデスクやリモート運用・監視、ハードウェア保守までを一

貫して提供するライフサイクルマネジメント（ＬＣＭ）軸でのサービスをＮＥＣと連携して強化するとともに、他の

業種への水平展開を推進し、事業拡大を図ってまいります。 

②ＳＭＢ（注）市場の開拓による自主事業の拡大 

継続して推進している営業プロセス改革による顧客基点での営業力強化と新基幹システム内の顧客データベースを

活用したマーケットポテンシャル分析によるターゲット市場の選定により、プライム（自主開拓）案件の獲得を推進

してまいります。 

（注）Small and Medium Businessの略で、中堅・中小企業を意味する。  

③クラウド環境下でのビジネスモデルの確立 

ＮＥＣと共同で設立し当社が運用する中部地区、北海道地区のデータセンターを核として、データセンターとプラ

ットフォームＳＥを活用し、お客さまの規模別・業種別に、クラウド環境への移行支援から保守・運用までのライフ

サイクルマネジメント（ＬＣＭ）サービスを提供してまいります。 

まず、大企業の流通・小売業や官公庁等のお客さまに対しては、ＮＥＣと協業し、ＮＥＣのデータセンターを活用

したバックアップや仮想化等のサービスを当社のオンサイトサービスで補完・強化して提供してまいります。また、

中堅／中小のサービス、流通・小売、製造業等のお客さまには、当社が運用するデータセンターを活用し、お客さま

システムの移行提案や仮想化・ホスティング等のサービス提供を推進するとともに、サービスデスクや資産管理等の

高付加価値サービスを統合運用・保守として提供してまいります。さらに、中堅・中小ＳＩｅｒのお客さまには、仮

想化／環境を切り口としたクラウドプラットフォームの設計・構築から統合運用・保守までのサービスを提供してま

いります。 

 区  分 25年3月期（見通し） 24年3月期 増減  増減率  

保 守 サ ー ビ ス    939 938 1   0.1％ 

シ ス テ ム 展 開 サ ー ビ ス 356 291 65 22.4％ 

サ プ ラ イ サ ー ビ ス 455 415 40  9.7％ 

運 用 サ ポ ー ト サ ー ビ ス 210 194 16  8.4％ 

 売 上 高 合 計    1,960 1,837 123 6.7％ 

  営 業 利 益    100 91 9 9.4％ 

  経 常 利 益    100 94 6 6.0％ 

  当 期 純 利 益    57 40 17  41.7％ 



④グローバル事業の展開 

ＮＥＣのグローバル戦略である5極（中華圏、アジアパシフィック、ＥＭＥＡ（注）、北米、中南米）展開に連動

したサポート対応力を強化してまいります。中国においては、当社の連結子会社であるＮＥＣ飛鼎克信息技術服務

（北京）有限公司を核としてＪＯＣ（日系企業）に対してサポートサービスの提供に加え、ソリューションビジネス

を中心とした新事業を展開してまいります。欧米については、流通系ＪＯＣに対するＮＥＣ現地法人やパートナー連

携による国内品質でのサポートサービスを提供してまいります。アジアや中南米については、ＮＥＣ現地法人やパー

トナー連携によるＪＯＣ案件や現地企業の個別案件を開拓してまいります。 

（注）"Europe, the Middle East and Africa"の略で、ヨーロッパ、中東及びアフリカを指す。 

  

＜更なるコストダウンに向けた費用構造改革の推進＞ 

①業務プロセス改革の推進 

本活動については、生産革新活動の全社展開の推進として、従来の機材関連部門での活動から現場支援、スタフな

どの間接部門へ展開し、徹底した効率化を推進してまいります。 

 また、新コールセンター体制においては、エリアコンタクトセンターの構築や個別コールセンターの集約後の業務

プロセス、受付品質の標準化による効率化を推進してまいります。 

 後に、内外リソース 適配置の推進については、全社でのパートナー戦略を推進するとともに、各地域の事業構

造に合わせた外部リソースの活用を実行してまいります。 

②ＩＴ改革の推進  

４月より新基幹システムを稼働させることにより、ＩＴガバナンスの強化と財務会計の信頼性・迅速性の向上を進

め、業務効率化とＴＣＯ（トータルコスト オブ オーナーシップ）削減を具体化してまいります。 

  

＜事業を支える経営基盤の強化＞ 

①ＣＳ向上活動の推進  

経営の基軸であるＣＳについては、外部調査機関の顧客満足度調査における1位獲得に向けた活動として、サービ

スの見える化を活用したトータルサービスの品質管理向上やマイユーザ活動のチーム化によるお客さまキーマンへの

コンタクト活動の加速、新基幹システム内の顧客データベースの活用およびＣＳシニアアドバイザの継続した活用に

よる現場指導の充実を推進して、現場力を強化してまいります。  

②ＣＳＲ活動の推進  

もう一つの経営の基軸であるＣＳＲについては、コンプライアンス対応力の継続的強化として、ＣＳＲアドバイザ

を現場に配置し、監査による指摘事項撲滅に向けた活動を推進してまいります。また、事業継続マネジメントシステ

ムプロジェクトの推進としてＢＣ（事業継続）訓練の継続した実施を行ってまいります。そして、世界遺産劇場への

冠協賛などをはじめ、社会・地域貢献、文化支援、環境保全活動についてもさらに充実した活動を展開してまいりま

す。  

③人財強化の推進  

当社グループのサポートサービス事業を支える「ひと」の強化として、ひとの成長が会社の成長へ繋がるよう事業

に直結した人財育成を継続強化してまいります。  

  

(2)財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は1,363億5百万円となり、前連結会計年度末に比べ35億14百万円増加しまし

た。現金及び現金同等物（現金及び預金、関係会社預け金）は29億37百万円増加しました。たな卸資産は出荷高

の減少等により4億18百万円増加しました。また、遊休状態にあった播磨研修センターの減損処理に伴い、関連設

備（建物、土地等）については帳簿価額が5億93百万円減少しました。  

負債は593億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億63百万円増加しました。これは主に、期末仕入高の

増加等により、支払手形及び買掛金が24億48百万円増加したこと等によるものです。 

純資産は769億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ18億51百万円増加しました。これは、利益剰余金が18

億40百万円増加したこと等によるものです。   

以上の結果、自己資本比率は56.5％となり、前連結会計年度末に比べ0.1ポイントの減少となりました。  



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295億36百万円となり、当連結会計

年度において29億37百万円増加しました。 

（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101億61百万円（前期比17億72百万円増）となりました。主な

資金増加の内容は、税金等調整前当期純利益87億40百万円や減価償却費21億73百万円、並びに仕入債務の増加額

24億74百万円等で、主な資金減少の内容は、法人税等の支払い額38億15百万円等です。  

（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46億74百万円（前期比11億71百万円増）となりました。主な

資金減少の内容は、社内ＩＴシステム開発に伴う無形固定資産の取得41億42百万円です。  

（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25億48百万円（前期比53百万円増）となりました。主な資金

減少の内容は、配当金の支払額21億81百万円です。  

（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。   

(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円の配当を

予定しております。  

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）の強化及び「仮想化」、「クラウドコンピューティング」などの高成長・高収益領域

やライフサイクルマネジメント（ＬＣＭ）事業、グローバル事業などの拡大に向けた投資を実施する予定です。 

  

(4)事業等のリスク 

事業等のリスクについては、決算短信における開示の重要性が大きくないと考えられるため開示を省略しておりま

す。  

    

  22年3月期 23年3月期 24年3月期 

 自己資本比率（％） 55.0% 56.6% 56.5% 

 時価ベースの自己資本比率（％） 52.3% 39.5% 43.2% 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 308.3 378.9 532.0 



企業集団の状況については、決算短信における開示の重要性が大きくないと考えられるため開示を省略しておりま

す。 

  

(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、ＮＥＣグループビジョン（人と地球にやさしい

情報社会をイノベーションで実現するグローバルリーディングカンパニー）を実現するために、当社が目指す姿と

して「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。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  

当社グループにおける中長期的な重要指標は、売上高と経常利益と捉えており、ＣＳとＣＳＲを基軸とした事業

運営を推進するとともに、サポートサービス事業の担い手である「人財」を強化することで、市場成長を上回る売

上高の伸長と増益基調に向けた堅実な経営を行ってまいります。  

(3）中長期的な会社の経営戦略  

当社グループは、人財戦略をベースに経営基盤改革を強化し、事業領域拡大と費用構造改革を推進するために次

の戦略に取り組んでまいります。   

① 事業領域拡大 

  ・事業基盤強化戦略 

    ・システムアフターサポート拡大戦略 

    ・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 

    ・グローバル戦略 

② 費用構造改革 

  ・業務プロセス改革戦略 

    ・ＩＴ改革戦略 

③ 経営基盤改革  

 ・人財戦略 

 ・ＣＳ戦略  

 ・ＣＳＲ戦略  

(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においては、企業間価格競争の継続に加え、震災

の影響による短期的な需要の落ち込みはあるものの、事業継続対策としてデータセンターを活用した基幹システムの

バックアップやオフィス環境の見直しおよび移転などに対応したインフラ再構築、業務効率化やＩＴコスト削減を目

的とする仮想化などのニーズがさらに高まると予想されます。 

  このような事業環境のなか、当社グループは「堅実に成長する企業」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・メンテナンス領域では、ハードウェア保守からソフトウェア領域を含めたプラットフォーム保守

の拡大とクラウド環境下でのマルチベンダ対応力強化による注力領域拡大を図り、事業規模を堅持してまいります。

また、ＮＥＣと連携した契約サポート要員や専門センターを活用した保守契約促進と自主契約促進活動の加速を図

るとともに、販売店とのライフサイクルマネジメント（ＬＣＭ）軸での連携強化を推進してまいります。 

２．企業集団の状況

３．経営方針



フィールディング・ソリューション領域では、クラウド環境下におけるシステム利用の変化に対応した専門要員の

増強と自治体や地域中堅企業を中心顧客としたデータセンター事業の拡大に向けた戦略的な投資を行い、当社の強み

を活かしたライフサイクルマネジメントサービス事業の拡大を図ってまいります。また、同領域においてもハードウ

ェア保守で培ったノウハウを活かした受付センター設立などのバックヤード体制を確立してまいります。 

海外事業においては、ＮＥＣのグローバル戦略である5極（中華圏、アジアパシフィック、ＥＭＥＡ、北米、中南

米）展開に連動したサポート対応力を強化してまいります。中国においては、当社の連結子会社であるＮＥＣ飛鼎克

信息技術服務（北京）有限公司を核としてＪＯＣ（日系企業）に対してサポートサービスの提供に加え、ソリューシ

ョンビジネスを中心とした新事業を展開してまいります。欧米については、流通系ＪＯＣに対するＮＥＣ現地法人や

パートナー連携による国内品質でのサポートサービスを提供してまいります。アジアや中南米については、ＮＥＣ現

地法人やパートナー連携によるＪＯＣ案件や現地企業の個別案件を開拓してまいります。 

また、現場対応力の強化として、お客さま先での業務プロセス改革の推進や内外リソースの 適配置を推進するほ

か、継続して取り組んでいる保守部品の物流ネットワーク整備などの生産革新活動を全社に水平展開し、費用構造改

革を推進することで、厳しい事業環境の中でも確実に利益を創出できる企業体質としてまいります。 

事業全般に係わる経営基盤の強化については、事業戦略に即した要員のスキルアップと技術・技能の継承を行い、

全社プロジェクト推進と地域別ＣＳ向上活動の連携を強化し、ＣＳ向上を図ってまいります。 

また、社会・地域貢献活動や文化支援・環境保全活動、事業継続マネジメントシステムプロジェクトの推進に加

え、情報開示活動の充実などに積極的に取り組むことで社会において価値ある企業を目指してまいります。 

  



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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,997 8,233

関係会社預け金 ※1  20,602 ※1  21,303

受取手形及び売掛金 40,525 ※2  40,299

リース投資資産 18 11

商品及び製品 1,804 2,306

仕掛品 1,106 1,429

原材料及び貯蔵品 19,806 19,398

繰延税金資産 7,223 6,766

その他 2,202 2,180

貸倒引当金 △76 △49

流動資産合計 99,210 101,879

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,223 4,812

減価償却累計額 △3,615 △2,865

建物及び構築物（純額） 2,607 1,946

機械装置及び運搬具 9 9

減価償却累計額 △4 △6

機械装置及び運搬具（純額） 5 3

工具、器具及び備品 3,198 3,003

減価償却累計額 △2,901 △2,724

工具、器具及び備品（純額） 297 278

土地 1,097 －

リース資産 1,393 1,679

減価償却累計額 △679 △1,053

リース資産（純額） 713 625

建設仮勘定 － 33

有形固定資産合計 4,721 2,887

無形固定資産   

のれん 246 49

その他 8,937 11,211

無形固定資産合計 9,183 11,260

投資その他の資産   

投資有価証券 836 869

長期貸付金 0 0

前払年金費用 12,720 12,737

繰延税金資産 2,357 1,944

その他 4,078 4,895

貸倒引当金 △320 △170

投資その他の資産合計 19,674 20,277

固定資産合計 33,579 34,425

資産合計 132,790 136,305



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,723 ※2  20,171

リース債務 344 303

未払費用 2,757 2,744

未払法人税等 2,323 2,367

前受金 10,458 11,119

賞与引当金 5,317 4,855

役員賞与引当金 18 17

ポイント引当金 7 15

工事損失引当金 － 1

その他 1,864 1,204

流動負債合計 40,817 42,801

固定負債   

リース債務 415 391

退職給付引当金 16,082 15,746

資産除去債務 129 145

その他 243 266

固定負債合計 16,871 16,550

負債合計 57,688 59,352

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 55,407 57,247

自己株式 △1 △1

株主資本合計 75,237 77,078

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △111 △99

為替換算調整勘定 △24 △25

その他の包括利益累計額合計 △136 △125

純資産合計 75,101 76,952

負債純資産合計 132,790 136,305



（２）連結損益及び包括利益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 189,107 183,720

売上原価 ※3  157,136 ※3, ※4  150,763

売上総利益 31,970 32,956

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  23,968 ※1, ※2  23,820

営業利益 8,002 9,136

営業外収益   

受取利息及び配当金 62 60

保険事務手数料 45 46

販売報奨金 13 21

保険配当金 147 148

受取保険金 72 97

受取補償金 20 5

出向者退職給付費用調整益 216 －

その他 56 44

営業外収益合計 636 424

営業外費用   

支払利息 22 19

固定資産廃棄損 18 26

損害賠償金 32 －

為替差損 14 10

休止固定資産減価償却費 － 62

その他 28 4

営業外費用合計 115 123

経常利益 8,523 9,438

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 67 －

たな卸資産評価損 ※3  35 －

災害による損失 ※5  67 ※5  80

減損損失 － ※6  593

電話加入権評価損 － 24

特別損失合計 171 698

税金等調整前当期純利益 8,351 8,740

法人税、住民税及び事業税 4,039 3,868

法人税等調整額 △409 849

法人税等合計 3,629 4,718

当期純利益 4,722 4,021



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6 11

為替換算調整勘定 △10 △0

その他の包括利益合計 ※7, ※8  △16 ※7, ※8  10

包括利益 4,705 4,032

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 4,705 4,032

少数株主に係る包括利益 － －



（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22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 52,867 55,407

当期変動額   

剰余金の配当 △2,181 △2,181

当期純利益 4,722 4,021

当期変動額合計 2,540 1,840

当期末残高 55,407 57,247

自己株式   

当期首残高 △0 △1

当期変動額   

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 △1 △1

株主資本合計   

当期首残高 72,697 75,237

当期変動額   

剰余金の配当 △2,181 △2,181

当期純利益 4,722 4,021

自己株式の取得 △0 －

当期変動額合計 2,540 1,840

当期末残高 75,237 77,078



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △105 △111

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 11

当期変動額合計 △6 11

当期末残高 △111 △99

為替換算調整勘定   

当期首残高 △14 △24

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10 △0

当期変動額合計 △10 △0

当期末残高 △24 △25

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △120 △136

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16 10

当期変動額合計 △16 10

当期末残高 △136 △125

少数株主持分   

当期首残高 16 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △16 －

当期変動額合計 △16 －

当期末残高 － －

純資産合計   

当期首残高 72,593 75,101

当期変動額   

剰余金の配当 △2,181 △2,181

当期純利益 4,722 4,021

自己株式の取得 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32 10

当期変動額合計 2,507 1,851

当期末残高 75,101 76,952



（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22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24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 8,351 8,740

減価償却費 2,168 2,173

減損損失 － 593

のれん償却額 199 197

たな卸資産評価損 35 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △67 △176

賞与引当金の増減額（△は減少） 403 △461

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1 △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △153 △335

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4 7

工事損失引当金の増減額（△は減少） － 1

受取利息及び受取配当金 △62 △60

支払利息 22 19

有形固定資産廃棄損 20 25

有形固定資産売却損益（△は益） △9 △12

無形固定資産廃棄損 3 2

関係会社出資金譲渡損 10 －

無形固定資産評価損 1 －

電話加入権評価損 － 24

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 67 －

災害損失 67 80

売上債権の増減額（△は増加） 1,959 226

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,125 △415

前払年金費用の増減額（△は増加） △64 △16

その他の資産の増減額（△は増加） 195 187

仕入債務の増減額（△は減少） △2,850 2,474

未払費用の増減額（△は減少） 0 5

未払事業税の増減額（△は減少） 1 △4

未払消費税等の増減額（△は減少） 227 88

前受金の増減額（△は減少） 863 660

その他の負債の増減額（△は減少） △211 28

その他 △5 －

小計 12,304 14,050

利息及び配当金の受取額 64 57

利息の支払額 △22 △19

災害損失の支払額 △7 △111

法人税等の支払額 △3,950 △3,815

法人税等の還付額 － 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,388 10,161



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

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 △154 △562

有形固定資産の売却による収入 57 35

無形固定資産の取得による支出 △3,653 △4,142

無形固定資産の売却による収入 0 －

関係会社出資金の譲渡による収入 23 －

その他 224 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,503 △4,674

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 －

リース債務の返済による支出 △312 △384

配当金の支払額 △2,181 △2,181

その他 － 18

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,494 △2,548

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,381 2,937

現金及び現金同等物の期首残高 24,219 26,599

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △0 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  26,599 ※1  29,536



 該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数  ４社 

連結子会社の名称 

エヌデック㈱ 

ＮＥＣフィールディングサポートクルー㈱ 

ＮＥＣフィールディングシステムテクノロジー㈱ 

ＮＥＣ飛鼎克信息技術服務（北京）有限公司 

  

２．持分法の適用に関する事項 

 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。 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、ＮＥＣ飛鼎克信息技術服務（北京）有限公司の決算日は、12月31日であります。連結財務諸

表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。 

 ただし、１月１日から連結決算日３月31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 

 その他有価証券 

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）を採用しております。 

時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採用しております。 

ロ  たな卸資産 

 商品及び製品、原材料及び貯蔵品  

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の方法により算定）を採用し

ております。 

 仕掛品  

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用して

おります。 

  

(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（リース資産を除く） 

  当社及び在外連結子会社は定額法を、また、国内連結子会社は定率法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

ロ  無形固定資産（リース資産を除く） 

  定額法を採用しております。 

  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８年）に基づいております。

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。  

  

(3）重要な引当金の計上基準 

イ  貸倒引当金 

  売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び連結子会社は一般債権については貸倒実績率によ

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

建物及び構築物 ２～47年

機械装置及び運搬具 ５年

工具、器具及び備品 ２～20年



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。

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。 

ハ  役員賞与引当金 

  当社は、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。 

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。 

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。  

ヘ 工事損失引当金  

 採算性の悪化した工事契約に係る将来の損失に備えるため、翌連結会計年度以降に発生することとなる損失

見込額を計上しています。  

  

(4）重要な収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

イ  当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事 

  工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法） 

ロ  その他の工事 

  工事完成基準 

  

(5）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、在外子会社等の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。 

  

(6）のれんの償却方法及び償却期間 

  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。 

  

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  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ヶ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。 

  

(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

イ  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。  

ロ  連結納税制度の適用 

当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。 

  

５．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。  

  



（減価償却方法及び耐用年数の変更） 

 従来、当社は有形固定資産の減価償却方法については定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度より定額法

に変更しております。この変更は、クラウドコンピューティングニーズに対応した当社のライフサイクルマネジメン

ト（ＬＣＭ）事業の強化による長期安定的なサービスの拡大に伴い、定額法による償却が合理的な有形固定資産が増

加していること、並びに親会社である日本電気株式会社の連結グループにおける会計処理の統一性を考慮したことに

よるものであります。この結果、安定的な収益と減価償却費の対応が厳格となり、より実態に合った業績を表すこと

につながります。 

 また、一部の有形固定資産及び無形固定資産の耐用年数については、個別資産ごとの利用計画、並びに資産グルー

プ別の利用状況に応じた回収期間を反映させたものに変更しております。 

 この減価償却方法及び耐用年数の変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益は283百万円、経

常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ312百万円減少しております。 

 また、この変更による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。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

   

※１ 前連結会計年度及び当連結会計年度の「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前連結会計年度末及び当連結会計年度末残高であります。  

  

※２ 連結会計年度末日満期手形 

 連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結

会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれて

おります。 

    

  

（７）会計方針の変更等

（８）追加情報

（９）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

受取手形 百万円 － 百万円 360

支払手形  －  119



※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。 

  

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額 

  

※３ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価及び特別損失に

含まれております。 

  なお、前連結会計年度における特別損失の35百万円は、当社の連結子会社ＮＥＣ飛鼎克信息技術服務（北京）

有限公司が、たな卸資産の評価方法及び基準を新たに規定化し、同基準に基づき評価を行った結果発生した評価

損であります。 

  

※４ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額 

  

※５ 災害による損失は平成23年３月11日に発生した東日本大震災によるもので、主な内訳は以下のとおりでありま

す。 

  

※６ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは、原則として、事業用資産については事業部を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産

については個別資産ごとにグルーピングを行っております。 

 当連結会計年度において、当社は遊休状態にあった播磨研修センターに関する固定資産の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失（593百万円）として特別損失に計上しました。 

 なお、播磨研修センターの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、建物及び土地については不動産鑑

定評価額により評価しております。 

（連結損益及び包括利益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

給料手当 百万円 11,998 百万円 12,114

賞与引当金繰入額  1,267  1,074

退職給付費用  702  709

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

百万円 18 百万円 52

  
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

売上原価 百万円 605 百万円 668

特別損失  35  －

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

百万円 － 百万円 1

  
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

資産の減失損失 百万円 29 百万円 －

原状回復費用等  21  58

現地支援費等  16  23

場所 用途 種類 減損損失（百万円） 

    建物及び構築物  111

播磨研修センター  

（兵庫県たつの市） 
研修施設  工具、器具及び備品  0

    土地  481



※７  その他の包括利益に係る組替調整額 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

  

※８  その他の包括利益に係る税効果額 

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

  

前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23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124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 

  

その他有価証券評価差額金：      
当期発生額 百万円33   
組替調整額  － 百万円33

為替換算調整勘定： 
当期発生額  △0

  
 △0

税効果調整前合計    32
税効果額     △21

その他の包括利益合計     10

   税効果調整前 税効果額 税効果調整後 

その他有価証券評価差額金 百万円33 百万円△21 百万円11

為替換算調整勘定  △0 －  △0

その他の包括利益合計  32  △21  10

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（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  528  124  －  652

合計  528  124  －  652

  
（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22年５月26日 

取締役会 
普通株式  1,090  20 平成22年３月31日 平成22年６月７日 

平成22年10月27日 

取締役会 
普通株式  1,090  20 平成22年９月30日 平成22年12月３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23年5月17日 

取締役会 
普通株式  1,090 利益剰余金  20 平成23年３月31日 平成23年５月31日



当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24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 

   

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 

  

※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 

 ※２  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以下のとおりでありま

す。 

  

  
当連結会計年度期
首株式数（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  652  －  －  652

合計  652  －  －  652

  
（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23年５月17日 

取締役会 
普通株式  1,090  20 平成23年３月31日 平成23年５月31日 

平成23年10月26日 

取締役会 
普通株式  1,090  20 平成23年９月30日 平成23年12月１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24年５月15日 

取締役会 
普通株式  1,090 利益剰余金  20 平成24年３月31日 平成24年５月31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22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 

至  平成24年３月31日） 

現金及び預金勘定 5,997百万円 8,233百万円 

関係会社預け金 20,602  21,303  

現金及び現金同等物 26,599  29,536  

  
  

  

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 

至  平成24年３月31日） 

リース資産 189百万円 278百万円 

リース債務 191  279  



（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

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。 

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 

            同左 

  （イ）無形固定資産 

    ソフトウェアであります。 

  （イ）無形固定資産 

             同左 

 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

「４．会計処理基準に関する事項 （2）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 

 ② リース資産の減価償却の方法 

            同左 

  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。 

            同左 

 (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 

 (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）

工具、器具及び
備品 

 1,236  1,007  228

車両及び運搬具  3  3  －

ソフトウェア  15  11  4

合計  1,255  1,022  232

  
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）

工具、器具及び
備品 

 131  108  23

ソフトウェア  3  2  0

合計  135  111  24

  (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 

  (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 216百万円 

１年超 25百万円 

合計 241百万円 

１年内 21百万円 

１年超 3百万円 

合計 25百万円 

  (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 

  (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 397百万円 

減価償却費相当額 378百万円 

支払利息相当額 10百万円 

支払リース料 219百万円 

減価償却費相当額 208百万円 

支払利息相当額 2百万円 

  (4)減価償却費相当額の算定方法   (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。 

          同左 

  (5)利息相当額の算定方法   (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。 

          同左 

（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。 

（減損損失について） 

           同左 



１．金融商品の状況に関する事項 

(1)金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、資金運用については一時的な余資を預金もしくは安全性の高い金融資産で運用を行うこ

ととしております。資金調達については、策定された資金計画に基づき、所要資金の使途を勘案のうえ、金

融機関からの長短借入金、株式の発行、社債の発行等によりこれを行うこととしております。 

(2)金融商品の内容及びそのリスク 

 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。  

 投資有価証券は、主に満期があるその他有価証券（債券）及び取引先企業との業務上の関係を有する企業

の株式であり、市場価格の変動リスクや当該企業の業績変動リスクに晒されております。 

 営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日であります。  

 ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであ

り、償還日は決算日後、 長で約５年後であります。 

(3)金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

 当社及び連結子会社は、営業債権について、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手

ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図って

おります。 

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理  

 当社及び連結子会社は、市場価格のある投資有価証券については、定期的に時価を把握し、保有意義を

継続的に見直しております。 

③ 株式発行体の業績変動リスクの管理  

 当社及び連結子会社は、市場価格のない投資有価証券については、定期的に発行体（取引先企業）の財

務状況等を把握し、当該企業との関係を勘案して保有意義を継続的に見直しております。 

④ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

 当社及び連結子会社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を適度な水準に維持

することなどにより、流動性リスクを管理しております。 

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することもあります。 

（金融商品関係）



２．金融商品の時価等に関する事項 

 連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する

ことが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 

  

前連結会計年度（平成23年３月31日）  

  

当連結会計年度（平成24年３月31日） 

  

  
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価 

（百万円） 
差額 

（百万円） 

(1）現金及び預金  5,997  5,997  －

(2）関係会社預け金  20,602  20,602  －

(3）受取手形及び売掛金  40,525  40,525  －

(4）投資有価証券  812  812  －

資産計  67,937  67,937  －

(1）支払手形及び買掛金  17,723  17,723  －

(2）リース債務（流動負債）  344  358  13

(3）リース債務（固定負債）  415  409  △6

負債計  18,484  18,490  6

  
連結貸借対照表計上額 

（百万円） 
時価 

（百万円） 
差額 

（百万円） 

(1）現金及び預金  8,233  8,233  －

(2）関係会社預け金  21,303  21,303  －

(3）受取手形及び売掛金  40,299  40,299  －

(4）投資有価証券  845  845  －

資産計  70,681  70,681  －

(1）支払手形及び買掛金  20,171  20,171  －

(2）リース債務（流動負債）  303  313  9

(3）リース債務（固定負債）  391  385  △6

負債計  20,866  20,870  3



（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

資 産  

(1)現金及び預金、(2)関係会社預け金、(3)受取手形及び売掛金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。  

(4)投資有価証券 

 当社が保有する投資有価証券のうち、時価のあるものは満期があるその他有価証券（債券）であり、こ

れらは取引金融機関から提示された価格によっております。    

負 債  

(1)支払手形及び買掛金 

 これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。 

(2)リース債務（流動負債）、(3)リース債務（固定負債）  

 これらの時価は、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引

いた現在価値により算定しております。  

   ２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額（百万円） 

 これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)投資

有価証券」には含めておりません。 

   ３．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額  

前連結会計年度（平成23年３月31日） 

  

当連結会計年度（平成24年３月31日） 

  

区分 
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成24年３月31日） 

 非上場株式  24  24

  
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） 

現金及び預金 5,997 －  － －

関係会社預け金 20,602 －  － －

受取手形及び売掛金 40,525 0  － －

投資有価証券  

その他有価証券のうち満期が

あるもの 
 

債券 － －  － 1,000

合計 67,125 0  － 1,000

  
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） 

現金及び預金 8,233 －  － －

関係会社預け金 21,303 －  － －

受取手形及び売掛金 40,298 0  － －

投資有価証券  

その他有価証券のうち満期が

あるもの 
 

債券 － －  － 1,000

合計 69,835 0  － 1,000



   ４．リース債務の連結決算日後の返済予定額  

前連結会計年度（平成23年３月31日） 

  

当連結会計年度（平成24年３月31日） 

   

前連結会計年度（平成23年３月31日） 

その他有価証券 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 24百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

    

  
１年以内 
（百万円） 

１年超２年以内
（百万円） 

２年超３年以内
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内
（百万円） 

リース債務  344  223  123  55  13

  
１年以内 
（百万円） 

１年超２年以内
（百万円） 

２年超３年以内
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内
（百万円） 

リース債務  303  204  134  49  2

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

取得原価（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  812  1,000  △187

(3）その他  －  －  －

小計  812  1,000  △187

合計  812  1,000  △187



当連結会計年度（平成24年３月31日） 

その他有価証券 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 24百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

    

  種類 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

取得原価（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  845  1,000  △154

(3）その他  －  －  －

小計  845  1,000  △154

合計  845  1,000  △154



前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）及び当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成

24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、確定給付企業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23年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成24年３月31日） 

(1）退職給付債務（百万円）  △52,558  △52,488

(2）年金資産（百万円）（退職給付信託を含む）  41,785  43,026

(3）未積立退職給付債務 (1)＋(2)（百万円）  △10,773  △9,462

(4）未認識数理計算上の差異（百万円）  15,233  13,524

(5）未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円）  △7,821  △7,072

(6）連結貸借対照表計上額純額 (3)＋(4)＋(5)（百万円）  △3,361  △3,009

(7）前払年金費用（百万円）  12,720  12,737

(8）退職給付引当金 (6)－(7)（百万円）  △16,082  △15,746

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24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。 

 （注）１．      同左 

 （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 

 （注）「(6)その他」は、主に確定拠出年金への掛金支払額であります。 

  

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22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

退職給付費用（百万円）  3,598  3,628

(1）勤務費用（百万円）  2,038  2,035

(2）利息費用（百万円）  1,262  1,265

(3）期待運用収益（百万円）  △1,088  △1,044

(4）過去勤務債務の費用処理額（百万円）  △749  △749

(5）数理計算上の差異の費用処理額 

（百万円） 
 1,454  1,493

(6）その他（百万円）  679  628

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24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23年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成24年３月31日） 

(1）割引率（％）    2.5    2.5

(2）期待運用収益率（％） 当 社  3.0 当 社  2.9

  子会社  5.0 子会社  2.0

(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） ～  14 17 ～  14 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23年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成24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 2,168  

未払事業税 202  

退職給付引当金 1,772  

たな卸資産評価損 4,420  

その他 1,270  

繰延税金資産小計 9,834  

評価性引当額 △253  

繰延税金資産合計 9,581  

繰延税金資産の純額 9,581  

（単位：百万円）

(繰延税金資産)     

賞与引当金 1,850  

未払事業税 176  

退職給付引当金 1,441  

たな卸資産評価損 4,379  

その他 1,333  

繰延税金資産小計 9,181  

評価性引当額 △470  

繰延税金資産合計 8,711  

繰延税金資産の純額 8,711  

 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 7,223  

固定資産－繰延税金資産 2,357  

 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 6,766  

固定資産－繰延税金資産 1,944  

(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  2.0

永久否認額（交際費等）  0.3

評価性引当金の増減額  0.0

税率変更による期末繰延税金資産の減額修

正 

  

    －

その他      0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率  43.5

  （％）

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）  0.3

評価性引当金の増減額  2.5

税率変更による期末繰延税金資産の減額修

正 

 

 9.0

その他  △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率  54.0
  (3）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税

金負債の金額の修正 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るた

めの所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実

施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平

成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平

成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率

の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなり

ました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計

算に使用する法定実効税率は従来の40.7％から、平成24年

４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に

開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異につい

ては38.0％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度

以降に解消が見込まれる一時差異については35.6％となり

ます。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税

金負債の金額を控除した金額）は733百万円減少し、法人

税等調整額は725百万円増加しております。  



該当事項はありません。  

  

前連結会計年度末（平成23年３月31日） 

 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの 

イ 当該資産除去債務の概要 

 事務所等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

  

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法 

 使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.3％を使用して資産除去債務の金額を計算しておりま

す。 

  

ハ 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減  

  

当連結会計年度末（平成24年３月31日） 

 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの 

イ 当該資産除去債務の概要 

 事務所等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

  

ロ 当該資産除去債務の金額の算定方法 

 使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は1.0％を使用して資産除去債務の金額を計算しておりま

す。 

  

ハ 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減 

  

前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）及び当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平

成24年３月31日） 

  当社及び連結子会社は、重要な賃貸等不動産を保有していないため、賃貸等不動産の時価等に関する注記を省

略しております。 

     

（企業結合等関係）

（資産除去債務関係）

 期首残高 百万円97

 有形固定資産の取得に伴う増加額   30

 時の経過による調整額   1

 期末残高   129

 期首残高 百万円129

 有形固定資産の取得に伴う増加額   13

 時の経過による調整額   1

 期末残高   145

（賃貸等不動産関係）



１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的な戦略を立案する複数の事業推進本部を設

置し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社の事業は、事業推進本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されてお

り、「保守サービス」、「システム展開サービス」、「サプライサービス」及び「運用サポートサービス」の

４つを報告セグメントとしております。 

 「保守サービス」は、ＩＴシステムに関する保守・修理サービスを提供しております。 

 「システム展開サービス」は、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、及び電源・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ており

ます。 

 「サプライサービス」は、コンピュータ用品、ＯＡ機器、ソフトウェア等を販売しております。 

 「運用サポートサービス」は、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ております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失の数値であります。 

 報告セグメントの資産は、たな卸資産の数値であります。  

 セグメント間の内部収益は市場実勢価格に基づいております。 

  

（減価償却方法及び耐用年数の変更）  

 「会計方針の変更等」に記載のとおり、当連結会計年度より有形固定資産の減価償却方法、及び有形固定

資産並びに無形固定資産の耐用年数を変更しております。 

 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度のセグメント利益は、「保守サービ

ス」については95百万円、「システム展開サービス」については3百万円、「サプライサービス」について

は47百万円減少し、「運用サポートサービス」については2百万円増加しております。   

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

   

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

   （単位：百万円）

  

報告セグメント 

合計 
保守サービス 

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 

売上高         

外部顧客への売上高  95,569  30,627  43,541  19,369  189,107

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 0  －  8  0  10

計  95,569  30,627  43,550  19,369  189,117

セグメント利益又は損失

（△） 
 14,502  △866  477  1,851  15,964

セグメント資産  20,365  473  1,814  63  22,716



当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

  

 ４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円） 

   
（単位：百万円） 

（注）全社費用は、報告セグメントに帰属しない当社の総務部門・経理部門等の一般管理部門に係る費用であ
ります。 

（単位：百万円） 

（注）全社資産は、報告セグメントに帰属しない資産であります。 

    

   （単位：百万円）

  

報告セグメント 

合計 
保守サービス 

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 

売上高         

外部顧客への売上高  93,768  29,089  41,488  19,374  183,720

セグメント間の内部売
上高又は振替高 

 1  0  6  0  9

計  93,769  29,089  41,495  19,375  183,729

セグメント利益又は損失

（△） 
 16,567  △1,665  655  1,589  17,146

セグメント資産  19,896  463  2,720  54  23,135

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  189,117  183,729

セグメント間取引消去  △10  △9

連結財務諸表の売上高  189,107  183,720

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  15,964  17,146

全社費用（注）  △7,962  △8,009

連結財務諸表の営業利益  8,002  9,136

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  22,716  23,135

全社資産（注）  110,073  113,170

連結財務諸表の資産合計  132,790  136,305



前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報  

 報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。  

  

３．主要な顧客ごとの情報  

  

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報  

 報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報  

  

前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。    

  

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日）  

  

ｂ．関連情報

  （単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント 

日本電気株式会社 103,549

保守サービス、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  

  （単位：百万円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント 

日本電気株式会社 101,522

保守サービス、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  

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  （単位：百万円）

  保守サービス 
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 
全社・消去 合計 

減損損失 － － － － 593 593 



前連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

  

当連結会計年度（自平成23年４月１日  至平成24年３月31日） 

  

前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）及び当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平

成24年３月31日） 

該当事項はありません。  

      

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  （単位：百万円）

  保守サービス 
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  
合計  

当期償却額  97  81  9  9  199

  （単位：百万円）

  保守サービス 
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  
合計  

当期償却額  95  81  9  9  197

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報



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 

前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）  

 （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、「67.11％」の内数を示した

ものであります。  

  

（関連当事者情報）

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 
 397,199

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) 

67.11

（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 

3人  

機器の保

守・設置、

サプライ品

の販売 

 103,330

受取手

形及び

売掛金 

22,514

前受金 3,088

製品、部材

の仕入 
 27,755

支払手

形及び

買掛金 

3,177

資金

の寄

託 

預入  456,185

関係会

社預け

金 

20,000

払出  453,185

受取

利息 
 59



当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）  

 （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、「67.11％」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 
 397,199

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) 

67.11

（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 

3人  

機器の保

守・設置、

サプライ品

の販売 

 101,177

受取手

形及び

売掛金 

22,289

前受金 3,318

製品、部材

の仕入 
 28,446

支払手

形及び

買掛金 

5,521

資金

の寄

託 

預入  415,107

関係会

社預け

金 

21,000

払出  414,107

受取

利息 
 58



(2）連結財務諸表提出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

前連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日）  

（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。  

   

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イン

フロンティ

ア㈱ 

東京都

千代田

区 

 10,331

企業ネット

ワークコミ

ュニケーシ

ョン事業、

流通情報シ

ステム及び

各業種・業

態向け端末

事業 

 －

機器の保

守・修理及

び設置等の

受託 

  

役員の兼任 

1人  

機器の保守・

修理及び設置

等の受託 

 7,476

受取手

形及び

売掛金 

1,503

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 

 9

差入保

証金 
1,698

敷金・保

証金の返

還 

 177



当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日）  

（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イン

フロンティ

ア㈱ 

東京都

千代田

区 

 10,331

企業ネット

ワークコミ

ュニケーシ

ョン事業、

流通情報シ

ステム及び

各業種・業

態向け端末

事業 

 －

機器の保

守・修理及

び設置等の

受託 

  

役員の兼任 

1人  

機器の保守・

修理及び設置

等の受託 

 7,762

受取手

形及び

売掛金 

1,613

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 

 81

差入保

証金 
1,725

敷金・保

証金の返

還 

 54



 （注）１．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。  

２．１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。 

  

  該当事項はありません。 

  

  

個別財務諸表については、決算短信における開示の重要性が大きくないと考えられるため開示を省略しておりま

す。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,377.01円 

１株当たり当期純利益金額 86.58円 

１株当たり純資産額 1,410.96円 

１株当たり当期純利益金額 73.74円 

  
前連結会計年度 

(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当期純利益（百万円）  4,722  4,021

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）  4,722  4,021

普通株式の期中平均株式数（株）  54,539,371  54,539,348

（重要な後発事象）

５．個別財務諸表



(1)受注及び販売の状況  

①受注実績 

当連結会計年度の受注実績を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。 

  

(2)開示の省略について 

 以下の項目については、平成24年３月期の決算短信における開示の重要性が大きくないと考えられるため開示を

省略しております。 

・事業等のリスク  

・企業集団の状況  

・個別財務諸表及び注記事項 

 上記については、平成24年６月20日提出を予定しております「有価証券報告書」にて開示いたします。  

  

６．その他

セグメントの名称 受注高（百万円） 前年同期比（％） 受注残高(百万円) 前年同期比（％） 

保守サービス   93,907  96.9  17,288  100.8

システム展開サービス  29,122  95.0  2,385  101.4

サプライサービス  41,446  95.0  2,507  98.4

運用サポートサービス  20,439  99.8  7,003  117.9

合計  184,915  96.5  29,184  104.3

セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

前年同期比（％） 

保守サービス（百万円）  93,768  98.1

システム展開サービス（百万円）  29,089  95.0

サプライサービス（百万円）  41,488  95.3

運用サポートサービス（百万円）  19,374  100.0

合計  183,720  97.2

相手先 

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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  103,549  54.8  101,522  55.3
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