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■業績ハイライト (金額単位：百万円)

東京日産コンピュータシステム㈱ 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期

財務データ＜個別＞ 決算 決算 決算 決算 決算 決算

売上高 6,410 6,297 6,530 9,629 9,313 7,928 

ソリューションプロバイダー 6,172 6,082 6,337 9,438 9,115 7,759 

コンピュータ用品販売 236 207 191 190 196 169 

収入手数料 2 6 1 0 0 0 

売上原価 5,390 5,345 5,546 8,382 7,922 6,525 

売上高原価率 (％) 84.1% 84.9% 84.9% 87.0% 85.1% 82.3% 

ソリューションプロバイダー 5,167 5,150 5,366 8,202 7,736 6,365 

売上高原価率 (％) 83.7% 84.7% 84.7% 86.9% 84.9% 82.0% 

コンピュータ用品販売 222 195 180 179 185 159 

売上高原価率 (％) 94.3% 94.0% 94.0% 94.2% 94.4% 94.1% 

売上総利益 1,020 951 984 1,247 1,390 1,403 

売上高総利益率 (％) 15.9% 15.1% 15.1% 13.0% 14.9% 17.7% 

販売管理費 761 744 773 863 876 857 

売上高販管比率 (％) 11.9% 11.8% 11.8% 9.0% 9.4% 10.8% 

営業利益 259 207 210 384 513 546 

売上高営業利益率 (％) 4.0% 3.3% 3.2% 4.0% 5.5% 6.9% 

経常利益 252 201 208 384 517 553 

売上高経常利益率 (％) 3.9% 3.2% 3.2% 4.0% 5.6% 7.0% 

当期純利益 135 108 127 250 364 383 

売上高純利益率 (％) 2.1% 1.7% 2.0% 2.6% 3.9% 4.8% 

販管費内訳(合計) 761 744 773 863 876 857 

貸倒引当金繰入額 0 0 0 0 －－ 0 

販管費に占める比率 (％) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

販売諸掛費 59 49 53 102 86 52 

販管費に占める比率 (％) 7.8% 6.7% 6.9% 11.8% 9.8% 6.2% 

給与手当 305 339 364 392 389 388 

販管費に占める比率 (％) 40.1% 45.6% 47.2% 45.5% 44.4% 45.3% 

賞与 35 24 25 22 30 32 

販管費に占める比率 (％) 4.7% 3.2% 3.3% 2.6% 3.5% 3.8% 

賞与引当金繰入額 38 24 23 30 34 32 

販管費に占める比率 (％) 5.1% 3.3% 3.0% 3.5% 3.9% 3.7% 

退職給付費用 15 15 18 18 18 16 

販管費に占める比率 (％) 2.0% 2.1% 2.4% 2.2% 2.1% 1.9% 

福利厚生費 53 52 59 60 60 63 

販管費に占める比率 (％) 7.0% 7.1% 7.7% 7.0% 6.9% 7.4% 

減価償却費 23 25 15 7 10 10 

販管費に占める比率 (％) 3.0% 3.4% 2.0% 0.9% 1.2% 1.2% 

賃借料 39 41 43 40 39 37 

販管費に占める比率 (％) 5.2% 5.5% 5.7% 4.7% 4.5% 4.4% 

旅費交通費 50 42 51 50 47 48 

販管費に占める比率 (％) 6.7% 5.7% 6.7% 5.9% 5.4% 5.7% 

その他 139 128 117 138 160 174 

販管費に占める比率 (％) 18.3% 17.2% 15.1% 16.0% 18.3% 20.3% 

総資産 3,912 4,169 4,632 5,043 4,850 5,209 

流動資産 3,035 3,351 3,884 4,357 3,549 3,850 

現預金 1,115 1,284 1,389 754 1,478 1,178 
受取手形(電子記録債権含む)及び売掛金 1,324 1,556 1,758 2,486 1,360 2,255 

たな卸資産 116 24 228 678 221 60 

固定資産 876 818 747 686 1,301 1,359 

有形・無形固定資産 347 459 529 453 1,056 1,063 

投資その他の資産 529 359 217 232 244 295 

負債 1,800 1,993 2,369 2,563 2,070 2,187 

流動負債 1,392 1,645 2,068 2,254 1,741 1,851 

買掛金 831 768 1,268 1,323 785 1,067 

短期借入金 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 

未払金 4 234 169 79 169 21 

未払費用 67 66 70 128 107 100 

未払法人税等 28 5 26 115 108 110 

前受金 287 352 385 473 404 390 

賞与引当金 93 72 65 89 100 93 

固定負債 408 347 300 309 328 336 

リース債務 123 60 －－ －－ －－ －－ 

退職給付引当金 272 276 289 298 317 325 

純資産 2,111 2,176 2,263 2,480 2,780 3,022 

資本金 867 867 867 867 867 867 

資本準備金 447 447 447 447 447 447 

利益剰余金 786 832 927 1,139 1,427 1,700 

発行済株式数(株) 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 

自己株式数　(株) －－ 330 700 820 1,315 27,515 

ＲＯＥ(平残ベース) (％) 6.5% 5.1% 5.7% 10.6% 13.9% 13.2% 

ＥＰＳ(期末ベース) (円) 21.52 17.25 20.23 39.90 57.84 61.08 

ＢＰＳ(期末ベース) (円) 335.22 345.52 359.26 393.72 441.39 481.80 

当社は、2018年５月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。
１株当たり情報につきましては、2014年３月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。


ﾌｧｸﾄｼｰﾄ

		【円単位入力】 エン タンイ ニュウリョク										FY12		FY13		FY14		FY15		FY16		FY17		FY18				Fact Sheet																				(金額単位：百万円) キンガク タンイ ヒャク マン エン

		東京日産コンピュータシステム㈱ トウキョウ ニッサン										2013年3月期		2014年3月期		2015年3月期		2016年3月期		2017年3月期		2018年3月期		2019年3月期				東京日産コンピュータシステム㈱										2014年3月期		2015年3月期		2016年3月期		2017年3月期		2018年3月期		2019年3月期

		財務データ＜個別＞ ザイム コベツ										決算		決算		決算		決算		決算		決算		決算				財務データ＜個別＞										決算		決算		決算		決算		決算		決算

		売上高 ウリアゲダカ										6,713,177,976 		6,410,889,011 		6,297,214,103 		6,530,860,685 		9,629,667,297 		9,313,001,806 		7,928,959,901 		△14.9 		売上高 ウリアゲダカ										6,410 		6,297 		6,530 		9,629 		9,313 		7,928 

				ソリューションプロバイダー								6,451,127,384 		6,172,671,728 		6,082,951,146 		6,337,973,710 		9,438,453,730 		9,115,945,143 		7,759,143,077 		△14.9 				ソリューションプロバイダー								6,172 		6,082 		6,337 		9,438 		9,115 		7,759 

				コンピュータ用品販売 ヨウヒン ハンバイ								257,600,090 		236,063,230 		207,928,656 		191,475,023 		190,524,326 		196,520,237 		169,648,362 		△13.7 				コンピュータ用品販売 ヨウヒン ハンバイ								236 		207 		191 		190 		196 		169 

				収入手数料 シュウニュウ テスウリョウ								4,450,502 		2,154,053 		6,334,301 		1,411,952 		689,241 		536,426 		168,462 		△68.6 				収入手数料 シュウニュウ テスウリョウ								2 		6 		1 		0 		0 		0 

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ										5,758,130,865 		5,390,180,531 		5,345,792,447 		5,546,680,693 		8,382,240,815 		7,922,425,250 		6,525,130,956 				売上原価 ウリアゲ ゲンカ										5,390 		5,345 		5,546 		8,382 		7,922 		6,525 

				売上高原価率 ウリアゲダカ ゲンカリツ						(％)		85.8% 		84.1% 		84.9% 		84.9% 		87.0% 		85.1% 		82.3% 						売上高原価率 ウリアゲダカ ゲンカリツ						(％)		84.1% 		84.9% 		84.9% 		87.0% 		85.1% 		82.3% 

				ソリューションプロバイダー								5,516,357,352 		5,167,513,491 		5,150,359,663 		5,366,646,592 		8,202,684,124 		7,736,899,238 		6,365,462,074 						ソリューションプロバイダー								5,167 		5,150 		5,366 		8,202 		7,736 		6,365 

						売上高原価率 ウリアゲダカ ゲンカリツ				(％)		85.5% 		83.7% 		84.7% 		84.7% 		86.9% 		84.9% 		82.0% 								売上高原価率 ウリアゲダカ ゲンカリツ				(％)		83.7% 		84.7% 		84.7% 		86.9% 		84.9% 		82.0% 

				コンピュータ用品販売 ヨウヒン ハンバイ								241,773,513 		222,667,040 		195,432,784 		180,034,101 		179,556,691 		185,526,012 		159,668,882 						コンピュータ用品販売 ヨウヒン ハンバイ								222 		195 		180 		179 		185 		159 

						売上高原価率 ウリアゲダカ ゲンカリツ				(％)		93.9% 		94.3% 		94.0% 		94.0% 		94.2% 		94.4% 		94.1% 								売上高原価率 ウリアゲダカ ゲンカリツ				(％)		94.3% 		94.0% 		94.0% 		94.2% 		94.4% 		94.1% 

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ										955,047,111 		1,020,708,480 		951,421,656 		984,179,992 		1,247,426,482 		1,390,576,556 		1,403,828,945 				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ										1,020 		951 		984 		1,247 		1,390 		1,403 

				売上高総利益率 ウリアゲダカ ソウ リエキリツ						(％)		14.2% 		15.9% 		15.1% 		15.1% 		13.0% 		14.9% 		17.7% 						売上高総利益率 ウリアゲダカ ソウ リエキリツ						(％)		15.9% 		15.1% 		15.1% 		13.0% 		14.9% 		17.7% 

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ										735,455,550 		761,471,284 		744,052,915 		773,678,651 		863,211,235 		876,723,603 		857,566,829 				販売管理費 ハンバイ カンリヒ										761 		744 		773 		863 		876 		857 

				売上高販管比率 ウリアゲダカ ハンカン ヒリツ						(％)		11.0% 		11.9% 		11.8% 		11.8% 		9.0% 		9.4% 		10.8% 						売上高販管比率 ウリアゲダカ ハンカン ヒリツ						(％)		11.9% 		11.8% 		11.8% 		9.0% 		9.4% 		10.8% 

		営業利益 エイギョウ リエキ										219,591,561 		259,237,196 		207,368,741 		210,501,341 		384,215,247 		513,852,953 		546,262,116 				営業利益 エイギョウ リエキ										259 		207 		210 		384 		513 		546 

				売上高営業利益率 ウリアゲダカ エイギョウ リエキリツ						(％)		3.3% 		4.0% 		3.3% 		3.2% 		4.0% 		5.5% 		6.9% 						売上高営業利益率 ウリアゲダカ エイギョウ リエキリツ						(％)		4.0% 		3.3% 		3.2% 		4.0% 		5.5% 		6.9% 

		経常利益 ケイジョウ リエキ										217,302,096 		252,527,938 		201,542,911 		208,817,162 		384,906,230 		517,672,205 		553,329,176 				経常利益 ケイジョウ リエキ										252 		201 		208 		384 		517 		553 

				売上高経常利益率 ウリアゲダカ ケイジョウ リエキリツ						(％)		3.2% 		3.9% 		3.2% 		3.2% 		4.0% 		5.6% 		7.0% 						売上高経常利益率 ウリアゲダカ ケイジョウ リエキリツ						(％)		3.9% 		3.2% 		3.2% 		4.0% 		5.6% 		7.0% 

		当期純利益 トウキ ジュン リエキ										401,433,339 		135,563,182 		108,658,277 		127,421,443 		250,808,911 		364,296,990 		383,287,756 				当期純利益 トウキ ジュン リエキ										135 		108 		127 		250 		364 		383 

				売上高純利益率 ウリアゲダカ ジュンリエキ リツ						(％)		6.0% 		2.1% 		1.7% 		2.0% 		2.6% 		3.9% 		4.8% 						売上高純利益率 ウリアゲダカ ジュンリエキ リツ						(％)		2.1% 		1.7% 		2.0% 		2.6% 		3.9% 		4.8% 

		販管費内訳(合計) ハンカンヒ ウチワケ ゴウケイ										735,455,550 		761,471,284 		744,052,915 		773,678,651 		863,211,235 		876,723,603 		857,566,829 				販管費内訳(合計) ハンカンヒ ウチワケ ゴウケイ										761 		744 		773 		863 		876 		857 

				貸倒引当金繰入額 カシダオレ ヒキアテキン クリイレガク								－－		17,640		24,000		24,000		69,000		－－		91,000						貸倒引当金繰入額 カシダオレ ヒキアテキン クリイレガク								0 		0 		0 		0 		－－ 		0 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 

				販売諸掛費(交際費・諸費) ハンバイ ショガカリ ヒ コウサイ ヒ ショヒ								63,205,346		59,630,760		49,978,294		53,156,529		102,115,124		86,102,435		52,809,228						販売諸掛費 ハンバイ ショガカリ ヒ								59 		49 		53 		102 		86 		52 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		8.6% 		7.8% 		6.7% 		6.9% 		11.8% 		9.8% 		6.2% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		7.8% 		6.7% 		6.9% 		11.8% 		9.8% 		6.2% 

				給与手当(直接員・事務員・雑給) キュウヨ テアテ チョクセツ イン ジムイン ザツ キュウ								297,397,072		305,416,522		339,391,647		364,990,949		392,483,132		389,579,345		388,557,987						給与手当 キュウヨ テアテ								305 		339 		364 		392 		389 		388 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		40.4% 		40.1% 		45.6% 		47.2% 		45.5% 		44.4% 		45.3% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		40.1% 		45.6% 		47.2% 		45.5% 		44.4% 		45.3% 

				賞与 ショウヨ								36,286,639		35,956,330		24,053,900		25,708,350		22,024,766		30,380,550		32,622,500						賞与 ショウヨ								35 		24 		25 		22 		30 		32 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		4.9% 		4.7% 		3.2% 		3.3% 		2.6% 		3.5% 		3.8% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		4.7% 		3.2% 		3.3% 		2.6% 		3.5% 		3.8% 

				賞与引当金繰入額 ショウヨ ヒキアテ キン クリイレ ガク								39,172,000		38,862,000		24,780,000		23,520,000		30,060,000		34,260,000		32,020,000						賞与引当金繰入額 ショウヨ ヒキアテ キン クリイレ ガク								38 		24 		23 		30 		34 		32 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		5.3% 		5.1% 		3.3% 		3.0% 		3.5% 		3.9% 		3.7% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		5.1% 		3.3% 		3.0% 		3.5% 		3.9% 		3.7% 

				退職給付費用 タイショク キュウフ ヒヨウ								14,188,128		15,547,790		15,713,730		18,628,295		18,817,600		18,414,140		16,437,273						退職給付費用 タイショク キュウフ ヒヨウ								15 		15 		18 		18 		18 		16 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		1.9% 		2.0% 		2.1% 		2.4% 		2.2% 		2.1% 		1.9% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		2.0% 		2.1% 		2.4% 		2.2% 		2.1% 		1.9% 

				福利厚生費(法定福利費・厚生費) フクリ コウセイヒ ホウテイ フクリ ヒ コウセイ ヒ								52,709,999		53,238,997		52,991,325		59,435,555		60,844,447		60,323,747		63,882,355						福利厚生費 フクリ コウセイヒ								53 		52 		59 		60 		60 		63 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		7.2% 		7.0% 		7.1% 		7.7% 		7.0% 		6.9% 		7.4% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		7.0% 		7.1% 		7.7% 		7.0% 		6.9% 		7.4% 

				減価償却費 ゲンカ ショウキャクヒ								22,224,171		23,044,790		25,479,436		15,672,450		7,409,826		10,917,408		10,608,511						減価償却費 ゲンカ ショウキャクヒ								23 		25 		15 		7 		10 		10 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		3.0% 		3.0% 		3.4% 		2.0% 		0.9% 		1.2% 		1.2% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		3.0% 		3.4% 		2.0% 		0.9% 		1.2% 		1.2% 

				賃借料(賃借料・共益費) チンシャクリョウ チンシャクリョウ キョウエキヒ								32,729,009		39,773,269		41,204,478		43,950,474		40,180,182		39,016,039		37,595,876						賃借料 チンシャクリョウ								39 		41 		43 		40 		39 		37 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		4.5% 		5.2% 		5.5% 		5.7% 		4.7% 		4.5% 		4.4% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		5.2% 		5.5% 		5.7% 		4.7% 		4.5% 		4.4% 

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ								49,257,223		50,847,670		42,226,835		51,539,018		50,876,042		47,638,055		48,922,116						旅費交通費 リョヒ コウツウヒ								50 		42 		51 		50 		47 		48 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		6.7% 		6.7% 		5.7% 		6.7% 		5.9% 		5.4% 		5.7% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		6.7% 		5.7% 		6.7% 		5.9% 		5.4% 		5.7% 

				その他 タ								128,285,963		139,135,516		128,209,270		117,053,031		138,331,116		160,091,884		174,019,983						その他 タ								139 		128 		117 		138 		160 		174 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		17.4% 		18.3% 		17.2% 		15.1% 		16.0% 		18.3% 		20.3% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		18.3% 		17.2% 		15.1% 		16.0% 		18.3% 		20.3% 

		総資産 ソウシサン										3,477,886,198 		3,912,513,067 		4,169,777,952 		4,632,180,980 		5,043,951,320 		4,850,615,195 		5,209,856,539 				総資産 ソウシサン										3,912 		4,169 		4,632 		5,043 		4,850 		5,209 

				流動資産 リュウドウ シサン								2,916,027,105 		3,035,598,316 		3,351,044,694 		3,884,817,285 		4,357,231,963 		3,549,559,234 		3,850,663,379 						流動資産 リュウドウ シサン								3,035 		3,351 		3,884 		4,357 		3,549 		3,850 

						現預金 ゲンヨキン						1,144,465,162 		1,115,999,739 		1,284,214,817 		1,389,148,884 		754,913,089 		1,478,307,202 		1,178,209,927 								現預金 ゲンヨキン						1,115 		1,284 		1,389 		754 		1,478 		1,178 

						受取手形(電子記録債権含む)及び売掛金 ウケトリ テガタ デンシ キロク サイケン フク オヨ ウリカケキン						1,358,135,749 		1,324,683,145 		1,556,238,478 		1,758,814,103 		2,486,756,861 		1,360,672,487 		2,255,944,349 								受取手形(電子記録債権含む)及び売掛金 ウケトリ テガタ デンシ キロク サイケン フク オヨ ウリカケキン						1,324 		1,556 		1,758 		2,486 		1,360 		2,255 

						たな卸資産 オロシ シサン						26,204,350 		116,363,335 		24,051,754 		228,681,176 		678,215,001 		221,855,592 		60,492,882 								たな卸資産 オロシ シサン						116 		24 		228 		678 		221 		60 

				固定資産 コテイシサン								561,859,093 		876,914,751 		818,733,258 		747,363,695 		686,719,357 		1,301,055,961 		1,359,193,160 						固定資産 コテイシサン								876 		818 		747 		686 		1,301 		1,359 

						有形・無形固定資産 ユウケイ ムケイ コテイシサン						213,091,381 		347,124,128 		459,432,178 		529,791,870 		453,829,859 		1,056,249,407 		1,063,666,530 								有形・無形固定資産 ユウケイ ムケイ コテイシサン						347 		459 		529 		453 		1,056 		1,063 

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						348,767,712 		529,790,623 		359,301,080 		217,571,825 		232,889,498 		244,806,554 		295,526,630 								投資その他の資産 トウシ タ シサン						529 		359 		217 		232 		244 		295 

		負債 フサイ										1,439,549,888 		1,800,613,734 		1,993,085,031 		2,369,079,439 		2,563,824,028 		2,070,435,886 		2,187,780,942 				負債 フサイ										1,800 		1,993 		2,369 		2,563 		2,070 		2,187 

				流動負債 リュウドウ フサイ								1,151,354,878 		1,392,584,184 		1,645,169,865 		2,068,434,539 		2,254,200,528 		1,741,903,586 		1,851,170,242 						流動負債 リュウドウ フサイ								1,392 		1,645 		2,068 		2,254 		1,741 		1,851 

						買掛金 カイカケキン						633,844,484 		831,725,216 		768,541,712 		1,268,442,068 		1,323,400,115 		785,671,246 		1,067,009,794 								買掛金 カイカケキン						831 		768 		1,268 		1,323 		785 		1,067 

						短期借入金 タンキ カリイレキン						－－		－－		－－		－－		－－		－－		－－								短期借入金 タンキ カリイレキン						－－ 		－－ 		－－ 		－－ 		－－ 		－－ 

						未払金 ミハライキン						17,561,834 		4,983,722 		234,579,812 		169,498,762 		79,480,330 		169,110,587 		21,276,388 								未払金 ミハライキン						4 		234 		169 		79 		169 		21 

						未払費用 ミハライ ヒヨウ						55,831,728 		67,530,602 		66,325,009 		70,141,920 		128,982,833 		107,805,561 		100,884,156 								未払費用 ミハライ ヒヨウ						67 		66 		70 		128 		107 		100 

						未払法人税等 ミハライ ホウジンゼイ トウ						1,524,607 		28,807,400 		5,401,300 		26,887,600 		115,868,400 		108,778,600 		110,125,700 								未払法人税等 ミハライ ホウジンゼイ トウ						28 		5 		26 		115 		108 		110 

						前受金 マエウケキン						307,063,224 		287,672,517 		352,650,710 		385,920,673 		473,501,746 		404,348,462 		390,017,664 								前受金 マエウケキン						287 		352 		385 		473 		404 		390 

						賞与引当金 ショウヨ ヒキアテ キン						85,296,000		93,450,000		72,960,000		65,700,000		89,220,000		100,680,000		93,120,000								賞与引当金 ショウヨ ヒキアテ キン						93 		72 		65 		89 		100 		93 

				固定負債 コテイ フサイ								288,195,010 		408,029,550 		347,915,166 		300,644,900 		309,623,500 		328,532,300 		336,610,700 						固定負債 コテイ フサイ								408 		347 		300 		309 		328 		336 

						リース債務 サイム						16,690,994		123,961,159		60,775,199		－－		－－		－－		－－								リース債務 サイム						123 		60 		－－ 		－－ 		－－ 		－－ 

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテキン						259,113,300 		272,295,100 		276,016,100 		289,744,900 		298,723,500 		317,632,300 		325,710,700 								退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテキン						272 		276 		289 		298 		317 		325 

		純資産 ジュンシサン										2,038,336,310 		2,111,899,333 		2,176,692,921 		2,263,101,541 		2,480,127,292 		2,780,179,309 		3,022,075,597 				純資産 ジュンシサン										2,111 		2,176 		2,263 		2,480 		2,780 		3,022 

				資本金 シホンキン								867,740,000 		867,740,000 		867,740,000 		867,740,000 		867,740,000 		867,740,000 		867,740,000 						資本金 シホンキン								867 		867 		867 		867 		867 		867 

				資本準備金 シホン ジュンビキン								447,240,000 		447,240,000 		447,240,000 		447,240,000 		447,240,000 		447,240,000 		447,240,000 						資本準備金 シホン ジュンビキン								447 		447 		447 		447 		447 		447 

				利益剰余金 リエキ ジョウヨキン								714,362,923 		786,926,105 		832,584,382 		927,247,541 		1,139,000,792 		1,427,707,622 		1,700,865,077 						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン								786 		832 		927 		1,139 		1,427 		1,700 

		発行済株式数(株) ハッコウ スミ カブシキスウ カブ										12,600 		1,260,000 		1,260,000 		1,260,000 		1,260,000 		1,260,000 		6,300,000 				発行済株式数(株) ハッコウ スミ カブシキスウ カブ										1,260,000 		1,260,000 		1,260,000 		1,260,000 		1,260,000 		6,300,000 

		自己株式数　(株) ジコ カブシキ スウ カブ カブ										－－		－－		66		140		164		263		27,515				自己株式数　(株) ジコ カブシキ スウ カブ カブ										－－		66		140		164		263		27,515

		ＲＯＥ(平残ベース)自己資本当期純利益率 ジコ シホン トウキ ジュンリエキ リツ								(％)		21.7% 		6.5% 		5.1% 		5.7% 		10.6% 		13.9% 		13.2% 				ＲＯＥ(平残ベース)								(％)		6.5% 		5.1% 		5.7% 		10.6% 		13.9% 		13.2% 

		ＥＰＳ(期末ベース)１株当たり純利益 カブ ア ジュンリエキ								(円) エン		31,859.79 		107.59		86.24		101.13		199.08		289.18		61.08				ＥＰＳ(期末ベース)								(円) エン		107.59		86.24		101.13		199.08		289.18		61.08

		ＢＰＳ(期末ベース)１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン								(円) エン		161,772.72 		1,676.11		1,727.62		1,796.31		1,968.61		2,206.95		481.80				ＢＰＳ(期末ベース)								(円) エン		1,676.11		1,727.62		1,796.31		1,968.61		2,206.95		481.80

																																						当社は、2018年５月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。

		期中平均株式数 キチュウ ヘイキン カブシキスウ														1,259,970 		1,259,915 		1,259,851 		1,259,774 		6,275,070 

												6371.9577619048		21.5179653968		17.2477562164		20.2269903922		39.8156466122		57.8352926795

												32354.5446031746		335.2221163492		345.5249117811		359.2623848682		393.7222451176		441.3904345113



												2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019





1株当たり5分割後

		【円単位入力】 エン タンイ ニュウリョク										FY12		FY13		FY14		FY15		FY16		FY17		FY18																								(金額単位：百万円) キンガク タンイ ヒャク マン エン

		東京日産コンピュータシステム㈱ トウキョウ ニッサン										2013年3月期		2014年3月期		2015年3月期		2016年3月期		2017年3月期		2018年3月期		2019年3月期				東京日産コンピュータシステム㈱										2014年3月期		2015年3月期		2016年3月期		2017年3月期		2018年3月期		2019年3月期

		財務データ＜個別＞ ザイム コベツ										決算		決算		決算		決算		決算		決算		決算				財務データ＜個別＞										決算		決算		決算		決算		決算		決算

		売上高 ウリアゲダカ										6,713,177,976 		6,410,889,011 		6,297,214,103 		6,530,860,685 		9,629,667,297 		9,313,001,806 		7,928,959,901 		△14.9 		売上高 ウリアゲダカ										6,410 		6,297 		6,530 		9,629 		9,313 		7,928 

				ソリューションプロバイダー								6,451,127,384 		6,172,671,728 		6,082,951,146 		6,337,973,710 		9,438,453,730 		9,115,945,143 		7,759,143,077 		△14.9 				ソリューションプロバイダー								6,172 		6,082 		6,337 		9,438 		9,115 		7,759 

				コンピュータ用品販売 ヨウヒン ハンバイ								257,600,090 		236,063,230 		207,928,656 		191,475,023 		190,524,326 		196,520,237 		169,648,362 		△13.7 				コンピュータ用品販売 ヨウヒン ハンバイ								236 		207 		191 		190 		196 		169 

				収入手数料 シュウニュウ テスウリョウ								4,450,502 		2,154,053 		6,334,301 		1,411,952 		689,241 		536,426 		168,462 		△68.6 				収入手数料 シュウニュウ テスウリョウ								2 		6 		1 		0 		0 		0 

		売上原価 ウリアゲ ゲンカ										5,758,130,865 		5,390,180,531 		5,345,792,447 		5,546,680,693 		8,382,240,815 		7,922,425,250 		6,525,130,956 				売上原価 ウリアゲ ゲンカ										5,390 		5,345 		5,546 		8,382 		7,922 		6,525 

				売上高原価率 ウリアゲダカ ゲンカリツ						(％)		85.8% 		84.1% 		84.9% 		84.9% 		87.0% 		85.1% 		82.3% 						売上高原価率 ウリアゲダカ ゲンカリツ						(％)		84.1% 		84.9% 		84.9% 		87.0% 		85.1% 		82.3% 

				ソリューションプロバイダー								5,516,357,352 		5,167,513,491 		5,150,359,663 		5,366,646,592 		8,202,684,124 		7,736,899,238 		6,365,462,074 						ソリューションプロバイダー								5,167 		5,150 		5,366 		8,202 		7,736 		6,365 

						売上高原価率 ウリアゲダカ ゲンカリツ				(％)		85.5% 		83.7% 		84.7% 		84.7% 		86.9% 		84.9% 		82.0% 								売上高原価率 ウリアゲダカ ゲンカリツ				(％)		83.7% 		84.7% 		84.7% 		86.9% 		84.9% 		82.0% 

				コンピュータ用品販売 ヨウヒン ハンバイ								241,773,513 		222,667,040 		195,432,784 		180,034,101 		179,556,691 		185,526,012 		159,668,882 						コンピュータ用品販売 ヨウヒン ハンバイ								222 		195 		180 		179 		185 		159 

						売上高原価率 ウリアゲダカ ゲンカリツ				(％)		93.9% 		94.3% 		94.0% 		94.0% 		94.2% 		94.4% 		94.1% 								売上高原価率 ウリアゲダカ ゲンカリツ				(％)		94.3% 		94.0% 		94.0% 		94.2% 		94.4% 		94.1% 

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ										955,047,111 		1,020,708,480 		951,421,656 		984,179,992 		1,247,426,482 		1,390,576,556 		1,403,828,945 				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ										1,020 		951 		984 		1,247 		1,390 		1,403 

				売上高総利益率 ウリアゲダカ ソウ リエキリツ						(％)		14.2% 		15.9% 		15.1% 		15.1% 		13.0% 		14.9% 		17.7% 						売上高総利益率 ウリアゲダカ ソウ リエキリツ						(％)		15.9% 		15.1% 		15.1% 		13.0% 		14.9% 		17.7% 

		販売管理費 ハンバイ カンリヒ										735,455,550 		761,471,284 		744,052,915 		773,678,651 		863,211,235 		876,723,603 		857,566,829 				販売管理費 ハンバイ カンリヒ										761 		744 		773 		863 		876 		857 

				売上高販管比率 ウリアゲダカ ハンカン ヒリツ						(％)		11.0% 		11.9% 		11.8% 		11.8% 		9.0% 		9.4% 		10.8% 						売上高販管比率 ウリアゲダカ ハンカン ヒリツ						(％)		11.9% 		11.8% 		11.8% 		9.0% 		9.4% 		10.8% 

		営業利益 エイギョウ リエキ										219,591,561 		259,237,196 		207,368,741 		210,501,341 		384,215,247 		513,852,953 		546,262,116 				営業利益 エイギョウ リエキ										259 		207 		210 		384 		513 		546 

				売上高営業利益率 ウリアゲダカ エイギョウ リエキリツ						(％)		3.3% 		4.0% 		3.3% 		3.2% 		4.0% 		5.5% 		6.9% 						売上高営業利益率 ウリアゲダカ エイギョウ リエキリツ						(％)		4.0% 		3.3% 		3.2% 		4.0% 		5.5% 		6.9% 

		経常利益 ケイジョウ リエキ										217,302,096 		252,527,938 		201,542,911 		208,817,162 		384,906,230 		517,672,205 		553,329,176 				経常利益 ケイジョウ リエキ										252 		201 		208 		384 		517 		553 

				売上高経常利益率 ウリアゲダカ ケイジョウ リエキリツ						(％)		3.2% 		3.9% 		3.2% 		3.2% 		4.0% 		5.6% 		7.0% 						売上高経常利益率 ウリアゲダカ ケイジョウ リエキリツ						(％)		3.9% 		3.2% 		3.2% 		4.0% 		5.6% 		7.0% 

		当期純利益 トウキ ジュン リエキ										401,433,339 		135,563,182 		108,658,277 		127,421,443 		250,808,911 		364,296,990 		383,287,756 				当期純利益 トウキ ジュン リエキ										135 		108 		127 		250 		364 		383 

				売上高純利益率 ウリアゲダカ ジュンリエキ リツ						(％)		6.0% 		2.1% 		1.7% 		2.0% 		2.6% 		3.9% 		4.8% 						売上高純利益率 ウリアゲダカ ジュンリエキ リツ						(％)		2.1% 		1.7% 		2.0% 		2.6% 		3.9% 		4.8% 

		販管費内訳(合計) ハンカンヒ ウチワケ ゴウケイ										735,455,550 		761,471,284 		744,052,915 		773,678,651 		863,211,235 		876,723,603 		857,566,829 				販管費内訳(合計) ハンカンヒ ウチワケ ゴウケイ										761 		744 		773 		863 		876 		857 

				貸倒引当金繰入額 カシダオレ ヒキアテキン クリイレガク								－－		17,640		24,000		24,000		69,000		－－		91,000						貸倒引当金繰入額 カシダオレ ヒキアテキン クリイレガク								0 		0 		0 		0 		－－ 		0 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 		0.0% 

				販売諸掛費(交際費・諸費) ハンバイ ショガカリ ヒ コウサイ ヒ ショヒ								63,205,346		59,630,760		49,978,294		53,156,529		102,115,124		86,102,435		52,809,228						販売諸掛費 ハンバイ ショガカリ ヒ								59 		49 		53 		102 		86 		52 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		8.6% 		7.8% 		6.7% 		6.9% 		11.8% 		9.8% 		6.2% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		7.8% 		6.7% 		6.9% 		11.8% 		9.8% 		6.2% 

				給与手当(直接員・事務員・雑給) キュウヨ テアテ チョクセツ イン ジムイン ザツ キュウ								297,397,072		305,416,522		339,391,647		364,990,949		392,483,132		389,579,345		388,557,987						給与手当 キュウヨ テアテ								305 		339 		364 		392 		389 		388 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		40.4% 		40.1% 		45.6% 		47.2% 		45.5% 		44.4% 		45.3% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		40.1% 		45.6% 		47.2% 		45.5% 		44.4% 		45.3% 

				賞与 ショウヨ								36,286,639		35,956,330		24,053,900		25,708,350		22,024,766		30,380,550		32,622,500						賞与 ショウヨ								35 		24 		25 		22 		30 		32 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		4.9% 		4.7% 		3.2% 		3.3% 		2.6% 		3.5% 		3.8% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		4.7% 		3.2% 		3.3% 		2.6% 		3.5% 		3.8% 

				賞与引当金繰入額 ショウヨ ヒキアテ キン クリイレ ガク								39,172,000		38,862,000		24,780,000		23,520,000		30,060,000		34,260,000		32,020,000						賞与引当金繰入額 ショウヨ ヒキアテ キン クリイレ ガク								38 		24 		23 		30 		34 		32 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		5.3% 		5.1% 		3.3% 		3.0% 		3.5% 		3.9% 		3.7% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		5.1% 		3.3% 		3.0% 		3.5% 		3.9% 		3.7% 

				退職給付費用 タイショク キュウフ ヒヨウ								14,188,128		15,547,790		15,713,730		18,628,295		18,817,600		18,414,140		16,437,273						退職給付費用 タイショク キュウフ ヒヨウ								15 		15 		18 		18 		18 		16 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		1.9% 		2.0% 		2.1% 		2.4% 		2.2% 		2.1% 		1.9% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		2.0% 		2.1% 		2.4% 		2.2% 		2.1% 		1.9% 

				福利厚生費(法定福利費・厚生費) フクリ コウセイヒ ホウテイ フクリ ヒ コウセイ ヒ								52,709,999		53,238,997		52,991,325		59,435,555		60,844,447		60,323,747		63,882,355						福利厚生費 フクリ コウセイヒ								53 		52 		59 		60 		60 		63 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		7.2% 		7.0% 		7.1% 		7.7% 		7.0% 		6.9% 		7.4% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		7.0% 		7.1% 		7.7% 		7.0% 		6.9% 		7.4% 

				減価償却費 ゲンカ ショウキャクヒ								22,224,171		23,044,790		25,479,436		15,672,450		7,409,826		10,917,408		10,608,511						減価償却費 ゲンカ ショウキャクヒ								23 		25 		15 		7 		10 		10 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		3.0% 		3.0% 		3.4% 		2.0% 		0.9% 		1.2% 		1.2% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		3.0% 		3.4% 		2.0% 		0.9% 		1.2% 		1.2% 

				賃借料(賃借料・共益費) チンシャクリョウ チンシャクリョウ キョウエキヒ								32,729,009		39,773,269		41,204,478		43,950,474		40,180,182		39,016,039		37,595,876						賃借料 チンシャクリョウ								39 		41 		43 		40 		39 		37 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		4.5% 		5.2% 		5.5% 		5.7% 		4.7% 		4.5% 		4.4% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		5.2% 		5.5% 		5.7% 		4.7% 		4.5% 		4.4% 

				旅費交通費 リョヒ コウツウヒ								49,257,223		50,847,670		42,226,835		51,539,018		50,876,042		47,638,055		48,922,116						旅費交通費 リョヒ コウツウヒ								50 		42 		51 		50 		47 		48 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		6.7% 		6.7% 		5.7% 		6.7% 		5.9% 		5.4% 		5.7% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		6.7% 		5.7% 		6.7% 		5.9% 		5.4% 		5.7% 

				その他 タ								128,285,963		139,135,516		128,209,270		117,053,031		138,331,116		160,091,884		174,019,983						その他 タ								139 		128 		117 		138 		160 		174 

						販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		17.4% 		18.3% 		17.2% 		15.1% 		16.0% 		18.3% 		20.3% 								販管費に占める比率 ハンカンヒ シ ヒリツ				(％)		18.3% 		17.2% 		15.1% 		16.0% 		18.3% 		20.3% 

		総資産 ソウシサン										3,477,886,198 		3,912,513,067 		4,169,777,952 		4,632,180,980 		5,043,951,320 		4,850,615,195 		5,209,856,539 				総資産 ソウシサン										3,912 		4,169 		4,632 		5,043 		4,850 		5,209 

				流動資産 リュウドウ シサン								2,916,027,105 		3,035,598,316 		3,351,044,694 		3,884,817,285 		4,357,231,963 		3,549,559,234 		3,850,663,379 						流動資産 リュウドウ シサン								3,035 		3,351 		3,884 		4,357 		3,549 		3,850 

						現預金 ゲンヨキン						1,144,465,162 		1,115,999,739 		1,284,214,817 		1,389,148,884 		754,913,089 		1,478,307,202 		1,178,209,927 								現預金 ゲンヨキン						1,115 		1,284 		1,389 		754 		1,478 		1,178 

						受取手形(電子記録債権含む)及び売掛金 ウケトリ テガタ デンシ キロク サイケン フク オヨ ウリカケキン						1,358,135,749 		1,324,683,145 		1,556,238,478 		1,758,814,103 		2,486,756,861 		1,360,672,487 		2,255,944,349 								受取手形(電子記録債権含む)及び売掛金 ウケトリ テガタ デンシ キロク サイケン フク オヨ ウリカケキン						1,324 		1,556 		1,758 		2,486 		1,360 		2,255 

						たな卸資産 オロシ シサン						26,204,350 		116,363,335 		24,051,754 		228,681,176 		678,215,001 		221,855,592 		60,492,882 								たな卸資産 オロシ シサン						116 		24 		228 		678 		221 		60 

				固定資産 コテイシサン								561,859,093 		876,914,751 		818,733,258 		747,363,695 		686,719,357 		1,301,055,961 		1,359,193,160 						固定資産 コテイシサン								876 		818 		747 		686 		1,301 		1,359 

						有形・無形固定資産 ユウケイ ムケイ コテイシサン						213,091,381 		347,124,128 		459,432,178 		529,791,870 		453,829,859 		1,056,249,407 		1,063,666,530 								有形・無形固定資産 ユウケイ ムケイ コテイシサン						347 		459 		529 		453 		1,056 		1,063 

						投資その他の資産 トウシ タ シサン						348,767,712 		529,790,623 		359,301,080 		217,571,825 		232,889,498 		244,806,554 		295,526,630 								投資その他の資産 トウシ タ シサン						529 		359 		217 		232 		244 		295 

		負債 フサイ										1,439,549,888 		1,800,613,734 		1,993,085,031 		2,369,079,439 		2,563,824,028 		2,070,435,886 		2,187,780,942 				負債 フサイ										1,800 		1,993 		2,369 		2,563 		2,070 		2,187 

				流動負債 リュウドウ フサイ								1,151,354,878 		1,392,584,184 		1,645,169,865 		2,068,434,539 		2,254,200,528 		1,741,903,586 		1,851,170,242 						流動負債 リュウドウ フサイ								1,392 		1,645 		2,068 		2,254 		1,741 		1,851 

						買掛金 カイカケキン						633,844,484 		831,725,216 		768,541,712 		1,268,442,068 		1,323,400,115 		785,671,246 		1,067,009,794 								買掛金 カイカケキン						831 		768 		1,268 		1,323 		785 		1,067 

						短期借入金 タンキ カリイレキン						－－		－－		－－		－－		－－		－－		－－								短期借入金 タンキ カリイレキン						－－ 		－－ 		－－ 		－－ 		－－ 		－－ 

						未払金 ミハライキン						17,561,834 		4,983,722 		234,579,812 		169,498,762 		79,480,330 		169,110,587 		21,276,388 								未払金 ミハライキン						4 		234 		169 		79 		169 		21 

						未払費用 ミハライ ヒヨウ						55,831,728 		67,530,602 		66,325,009 		70,141,920 		128,982,833 		107,805,561 		100,884,156 								未払費用 ミハライ ヒヨウ						67 		66 		70 		128 		107 		100 

						未払法人税等 ミハライ ホウジンゼイ トウ						1,524,607 		28,807,400 		5,401,300 		26,887,600 		115,868,400 		108,778,600 		110,125,700 								未払法人税等 ミハライ ホウジンゼイ トウ						28 		5 		26 		115 		108 		110 

						前受金 マエウケキン						307,063,224 		287,672,517 		352,650,710 		385,920,673 		473,501,746 		404,348,462 		390,017,664 								前受金 マエウケキン						287 		352 		385 		473 		404 		390 

						賞与引当金 ショウヨ ヒキアテ キン						85,296,000		93,450,000		72,960,000		65,700,000		89,220,000		100,680,000		93,120,000								賞与引当金 ショウヨ ヒキアテ キン						93 		72 		65 		89 		100 		93 

				固定負債 コテイ フサイ								288,195,010 		408,029,550 		347,915,166 		300,644,900 		309,623,500 		328,532,300 		336,610,700 						固定負債 コテイ フサイ								408 		347 		300 		309 		328 		336 

						リース債務 サイム						16,690,994		123,961,159		60,775,199		－－		－－		－－		－－								リース債務 サイム						123 		60 		－－ 		－－ 		－－ 		－－ 

						退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテキン						259,113,300 		272,295,100 		276,016,100 		289,744,900 		298,723,500 		317,632,300 		325,710,700 								退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテキン						272 		276 		289 		298 		317 		325 

		純資産 ジュンシサン										2,038,336,310 		2,111,899,333 		2,176,692,921 		2,263,101,541 		2,480,127,292 		2,780,179,309 		3,022,075,597 				純資産 ジュンシサン										2,111 		2,176 		2,263 		2,480 		2,780 		3,022 

				資本金 シホンキン								867,740,000 		867,740,000 		867,740,000 		867,740,000 		867,740,000 		867,740,000 		867,740,000 						資本金 シホンキン								867 		867 		867 		867 		867 		867 

				資本準備金 シホン ジュンビキン								447,240,000 		447,240,000 		447,240,000 		447,240,000 		447,240,000 		447,240,000 		447,240,000 						資本準備金 シホン ジュンビキン								447 		447 		447 		447 		447 		447 

				利益剰余金 リエキ ジョウヨキン								714,362,923 		786,926,105 		832,584,382 		927,247,541 		1,139,000,792 		1,427,707,622 		1,700,865,077 						利益剰余金 リエキ ジョウヨキン								786 		832 		927 		1,139 		1,427 		1,700 

		発行済株式数(株) ハッコウ スミ カブシキスウ カブ										12,600 		6,300,000 		6,300,000 		6,300,000 		6,300,000 		6,300,000 		6,300,000 				発行済株式数(株) ハッコウ スミ カブシキスウ カブ										6,300,000 		6,300,000 		6,300,000 		6,300,000 		6,300,000 		6,300,000 

		自己株式数　(株) ジコ カブシキ スウ カブ カブ										－－		－－		330		700		820		1,315		27,515				自己株式数　(株) ジコ カブシキ スウ カブ カブ										－－		330		700		820		1,315		27,515

		ＲＯＥ(平残ベース)自己資本当期純利益率 ジコ シホン トウキ ジュンリエキ リツ								(％)		21.7% 		6.5% 		5.1% 		5.7% 		10.6% 		13.9% 		13.2% 				ＲＯＥ(平残ベース)								(％)		6.5% 		5.1% 		5.7% 		10.6% 		13.9% 		13.2% 

		ＥＰＳ(期末ベース)１株当たり純利益 カブ ア ジュンリエキ								(円) エン		31,859.79 		21.52		17.25		20.23		39.90		57.84		61.08				ＥＰＳ(期末ベース)								(円) エン		21.52		17.25		20.23		39.90		57.84		61.08

		ＢＰＳ(期末ベース)１株当たり純資産 カブ ア ジュンシサン								(円) エン		161,772.72 		335.22		345.52		359.26		393.72		441.39		481.80				ＢＰＳ(期末ベース)								(円) エン		335.22		345.52		359.26		393.72		441.39		481.80

														5分割後で再計算 ブンカツゴ サイケイサン		5分割後で再計算 ブンカツゴ サイケイサン		5分割後で再計算 ブンカツゴ サイケイサン		5分割後で再計算 ブンカツゴ サイケイサン		5分割後で再計算 ブンカツゴ サイケイサン						当社は、2018年５月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。

		期中平均株式数 キチュウ ヘイキン カブシキスウ														6,299,853 		6,299,576 		6,285,488 		6,298,872 		6,275,070 				１株当たり情報につきましては、2014年３月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。 カブ ア ジョウホウ ネン ツキ キ
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