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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 
 

回次 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 

決算年月 平成10年３月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 

売上高 (百万円) 225,312 220,522 231,750 222,220 231,350 

経常利益 (百万円) 14,878 15,273 16,405 12,859 11,555 

当期純利益 (百万円) 8,309 5,624 6,314 4,498 4,106 

純資産額 (百万円) 94,653 101,721 115,834 118,055 111,919 

総資産額 (百万円) 166,066 171,669 188,960 188,250 190,576 

１株当たり純資産額 (円) 725.59 765.74 851.01 869.84 835.04 

１株当たり当期純利益 (円) 66.55 42.97 46.73 33.11 30.39 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 (円) 62.59 40.87 44.67 31.70 29.10 

自己資本比率 (％) ― ― 61.3 62.7 58.7 

自己資本利益率 (％) ― ― 5.8 3.8 3.6 

株価収益率 (倍) ― ― 40.87 57.23 23.07 

営業活動による 
キャッシュ・フロー (百万円) ― ― 12,563 3,397 11,581 

投資活動による 
キャッシュ・フロー (百万円) ― ― △7,825 △4,201 △5,899 

財務活動による 
キャッシュ・フロー (百万円) ― ― △3,626 △1,925 △2,765 

現金及び現金同等物 
の期末残高 (百万円) ― ― 41,892 39,473 43,035 

従業員数 (人) ― ― 4,750 4,886 4,877 

(注) １ 売上高には、消費税及び地方消費税(以下消費税等という。)は含まれていない。 
２ 従業員数は、平成12年３月期より就業人員数を表示している。 
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(2) 提出会社の経営指標等 
 

回次 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 

決算年月 平成10年３月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 

売上高 (百万円) 224,103 219,764 226,146 215,586 219,206 

経常利益 (百万円) 14,554 14,506 14,296 11,603 9,339 

当期純利益 (百万円) 7,611 5,075 5,818 4,282 3,460 

資本金 (百万円) 26,591 27,982 31,140 31,140 31,140 

発行済株式総数 (千株) 130,453 132,841 137,166 136,842 135,264 

純資産額 (百万円) 90,100 96,634 110,400 112,528 102,883 

総資産額 (百万円) 160,560 166,001 171,802 174,117 159,344 

１株当たり純資産額 (円) 690.67 727.44 804.86 822.32 763.53 

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

14.25 

(7.00) 

10.00 

(5.00) 

10.00 

(5.00) 

12.00 

(5.00) 

10.00 

(5.00) 

１株当たり当期純利益 (円) 60.96 38.78 42.78 31.27 25.48 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 (円) 57.34 36.89 40.92 29.98 24.41 

自己資本比率 (％) 56.1 58.2 64.3 64.6 64.6 

自己資本利益率 (％) ― ― 5.6 3.8 3.2 

株価収益率 (倍) ― ― 44.65 60.6 27.5 

配当性向 (％) 24.2 26.0 23.5 38.4 39.1 

従業員数 (人) 3,692 3,645 3,728 3,588 3,530 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 
２ 第48期の１株当たり配当額14円25銭は、特別配当８円25銭を含んでいる。 
３ 第51期の１株当たり配当額12円は、創立50周年記念配当２円を含んでいる。 
４ 従業員数は、平成12年３月期より就業人員数を表示している。 
５ １株当たり情報の計算については、第52期より自己株式を控除して算出している。 

 



― 4 ― 

２ 【沿革】 

昭和26年12月 日本通信建設株式会社を設立、電気通信設備の建設工事の請負を開始。 

 

(注) この設立年月日は、昭和54年１月１日に株式の額面変更のため合併を行った実質上
の存続会社である被合併会社(旧 日本通信建設株式会社・額面金額500円)の設立年
月日であり、当社(旧 株式会社石井商店・額面金額50円、昭和53年８月30日に日本
通信建設株式会社と商号変更、さらに平成２年７月１日に日本コムシス株式会社と
商号変更)の設立年月日は昭和22年２月18日である。 

昭和28年12月 本店を東京都港区に移転。 

昭和32年８月 東京通建株式会社(昭和32年８月設立、現・連結子会社)の株式取得(35％)。 

昭和35年９月 日東通建株式会社(昭和34年９月設立、現・連結子会社)の株式取得(33％)。 

昭和36年８月 株式会社大栄製作所(昭和31年９月設立、現・連結子会社)の株式取得(50％)。 

昭和37年７月 東京証券取引所市場第２部に株式を上場。 

昭和43年５月 東京電話施設株式会社(昭和21年10月設立、現・連結子会社)の株式取得(38％)。 

昭和47年２月 大阪証券取引所市場第２部に株式を上場。 

昭和47年９月 大越電建株式会社(大正13年10月設立、現・連結子会社)の株式取得(96％)。 

昭和47年11月 東京・大阪両証券取引所市場第１部に株式を指定替え。 

昭和53年５月 通建機工株式会社を設立(現・連結子会社)。 

昭和54年１月 株式の額面変更を目的として、日本通信建設株式会社(額面金額50円)に吸収合併。 

昭和56年５月 

 

総合システムエンジニアリング株式会社を設立(平成３年10月商号をコムシステクノ

株式会社に変更 現・連結子会社)。 

昭和59年10月 大阪証券取引所の貸借銘柄株式に指定。 

平成元年８月 東京証券取引所の貸借銘柄株式に指定。 

平成２年７月 

 

企業イメージの向上を図るとともに、事業の多角的な展開を展望して、商号を「日

本コムシス株式会社」に変更。 

平成10年４月 

 

通建エンジニアリング株式会社と新日建株式会社は合併し、コムシステック株式会

社に商号変更(現・連結子会社)。 

平成14年１月 

 

 

大越電建株式会社、東京電話施設株式会社及びコムシス関東北エンジニアリング株

式会社の３社は合併し、オーティエンジニアリング株式会社に商号変更(現・連結子

会社)。 
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３ 【事業の内容】 

当社グループは、連結財務諸表提出会社(以下「当社」という。)と子会社24社及び関連会社16社で

構成され、電気通信建設工事を中心とする「電気設備工事事業」並びに情報処理関連事業などの「そ

の他の事業」を行っている。 

各関係会社等との当該事業に係る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであ

る。 

〔電気設備工事事業〕 

当社のほか、オーティエンジニアリング㈱他10社(連結子会社)及び日豊建設工業㈱他７社(非連結子
会社) が施工している。また、工事の一部をオーティエンジニアリング㈱他10社（連結子会社）、日
豊建設工業㈱他７社（非連結子会社）及び㈱ジンワ他13社（関連会社）に発注し施工させている。ま
た、当社は、コムシスタイランド㈱他１社（非連結子会社）及びコムシスフィリピン㈱（関連会社）
に対して借入金等の保証を行っている。また、タイコムシス・ジャクソン㈱（非連結子会社）は、コ
ムシスタイランド㈱（非連結子会社）に工事の一部を発注し施工させている。 
(注)従来、連結対象会社であった大越電建㈱、東京電話施設㈱及びコムシス関東北エンジニアリン

グ㈱の３社は、平成14年１月１日に大越電建㈱を存続会社として合併し、同日付けで社名をオ
ーティエンジニアリング㈱に変更している。 

〔その他の事業〕 

(1) 情報処理関連事業 

当社が行っているほか、一部をコムシステクノ㈱他２社(連結子会社)に発注している。 

(2) その他 

コムシス通産㈱（連結子会社）は、資機材の仕入れ及び販売等を行っている。 

なお、以上述べた事項を系統図によって示すと、概ね次のとおりである。 
 

 

 
（注）タイ通信エンジニアリング㈱は、平成13年８月１日付けでコムシスタイランド㈱に社名を変

更している。 
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４ 【関係会社の状況】 
 

議決権の所有 
(被所有) 

名称 住所 
資本金又は 
出資金 
(百万円) 

主要な事業 
の内容 

所有割合(％) 

関係内容 

(連結子会社)      

オ－ティエンジニアリング㈱ 東京都荒川区 120 電気設備工事事業 98.0 

当社が工事の一部を発注している。 
当社所有の土地及び建物を賃貸して
いる。 
役員の兼任 １名。 

通建機工㈱ 東京都港区 30 電気設備工事事業 100.0 
当社が工事の一部を発注している。 
当社所有の土地及び建物を賃貸して
いる。 

コムシステクノ㈱ 東京都品川区 50 その他の事業 100.0 当社が情報処理関連事業の一部を発注している。 

コムシステック㈱ 東京都台東区 90 電気設備工事事業 83.6 当社が工事の一部を発注している。役員の兼任 １名。 

東京通建㈱        注５ 東京都港区 54 電気設備工事事業 39.2 
[16.4] 当社が工事の一部を発注している。 

日東通建㈱        注５ 東京都港区 60 電気設備工事事業 33.3 
[20.3] 

当社が工事の一部を発注している。 
役員の兼任 ２名。 

㈱大栄製作所       注５ 神奈川県厚木市 60 電気設備工事事業 49.7 
[9.3] 当社が工事の一部を発注している。 

コムシス通産㈱ 東京都港区 60 その他の事業 100.0 当社が資機材の発注をしている。 役員の兼任 ２名 

コムシスビジネスサービス㈱ 東京都港区 304 電気設備工事事業 100.0 当社が工事の一部を発注している。 役員の兼任 １名。 

コムシスネット㈱ 東京都品川区 50 電気設備工事事業 100.0 当社が工事の一部を発注している。役員の兼任 １名。 

コムシス東北テクノ㈱ 仙台市若葉区 50 その他の事業 100.0 当社が情報処理関連事業の一部を発注している。 

コムシス信越エンジニアリング㈱ 長野県松本市 30 電気設備工事事業 100.0 当社が工事の一部を発注している。 

コムシス関西エンジニアリング㈱ 大阪市東成区 15 電気設備工事事業 68.0 当社が工事の一部を発注している。 

コムシス九州エンジニアリング㈱ 福岡市博多区 15 電気設備工事事業 100.0 当社が工事の一部を発注している。 

(注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。 
２ 上記連結子会社14社は、特定子会社には該当しない。 
３ 上記連結子会社14社は、いずれも有価証券報告書又は有価証券届出書を提出していない。 
４ 上記連結子会社14社は、いずれも売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割
合が10％を超えていないので、主要な損益情報等の記載を省略している。 

５ 議決権の所有割合の［ ］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数である。 
６ 連結子会社であった大越電建㈱、東京電話施設㈱及びコムシス関東北エンジニアリング㈱の３社は、平
成14年１月１日に大越電建㈱を存続会社として合併し、同日付けで社名をオーティエンジニアリング㈱
に変更している。 
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５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 
平成14年３月31日現在 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人) 

電気設備工事事業 3,437 

その他の事業 466 

全社(共通) 974 

合計 4,877 

(注) １ 従業員数は就業人員である。なお、当連結会計年度末における臨時従業員の総数は従業員数の100分の
10未満であるため記載しない。(以下、「(2)提出会社の状況」においても同じ。) 

２ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属してい
るものである。 

 

(2) 提出会社の状況 
平成14年３月31日現在 

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円) 

3,530 42.1 15.6 7,287,194 

(注) 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。 

 

(3) 労働組合の状況 

当社グループには、コムシス関連労働組合協議会が組織(組合員数 2,849人)されており、情報産

業労働組合連合会に属している。 

なお、労使関係については特に記載すべき事項はない。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 
当連結会計年度におけるわが国経済は、厳しい雇用情勢や株式市場の低迷により、個人消費も
回復には至らず、物価下落と景気後退の同時進行によりデフレスパイラルに陥るなど、景気の先
行きに対する不安感を払拭できずに推移した。 
一方、当社グループを取り巻く情報通信の分野においては、全体的には景気が低迷する中にあ
って、引き続き「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略」、「官民あげてのＩＴ革新ブーム」が継続しており、Ｉ
Ｐ系ネットワークを中心とした設備投資は依然として活発であり、ブロードバンドの急激な普及
とモバイル通信の進化により、「ユビキタス社会」の到来が目前に迫るなど、ＩＴ革命が急速に
展開している。また、一方では、世界的規模におけるブロードバンド市場の競争はますます激化
しており、通信事業者間の提携の多様化や通信事業各社における経営難が相次ぐなど通信事業者
間の生き残りをかけた競争は一層激しいものとなってきている。このような情勢の中で、当社と
しては、激動しつつも拡大する情報通信市場に対応し、新たな施策を効率的に展開するため、昨
年５月には、大幅な組織改正を行い、営業部門については、重層構造となっていた組織のシンプ
ル化を図り、迅速かつ効率的な営業体制に再編する一方、施工部門についても、技術本部を技術
部門の戦略策定の中核として、新技術の導入、施工の効率化及び品質の確保・向上等を推進する
ミッションとして整理するとともに、大組織化した首都圏の施工部門を機能別・技術分野別に独
立させるなど施工体制の充実を図ることとした。また、ＩＰ系事業を今後の当社の主要事業とす
べく、昨年１０月には最先端の技術者集団「ＣＯＩＮＳ」（Ｃｏｍｓｙｓ ＩＰ Ｎｅｔｗｏｒｋ 
Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ Ｓｕｐｐｏｒｔ）プロジェクトを発足させ、ＩＰ系ネットワーク最新技
術の集約を図ったほか、本年３月には、本社に「ＩＴ事業本部」、全支店に「ＩＴ部」を新設す
るなど、ＩＰ系ネットワークを中心としたソリューションビジネス市場の事業拡大を図ることと
した。また、環境関連事業についても、風力発電に加え太陽光発電について営業から施工・保守
までを取り扱う部門として独立した組織とし、事業拡大を目指すこととした。更に、新規事業の
開拓についても、社内ベンチャー制度を導入し、社員が発想した事業を社員自らが事業化できる
環境を整える一方、異業種と共同事業を推進するなど積極的に取り組んできた。 
しかしながら、当連結会計年度における受注高については、ＮＴＴドコモのＦＯＭＡ関連の受
注は順調に推移したものの、ＮＴＴの需要見合による投資抑制、また、公共工事の減少等の影響
等により全体としては、２，１３９億８千万円（前連結会計年度比９３．４％）と前連結会計年
度を下回る結果となった。一方、売上高については、当連結会計年度より連結子会社を２社加え
たこと、ＮＴＴドコモ工事の完成が前連結会計年度を上回ったこと、更に前連結会計年度からの
繰り越し工事が当連結会計年度の完成に多く計上されたこともあり、２,３１３億５千万円（前連
結会計年度比１０４．１％）と前連結会計年度を上回ることができた。しかしながら、損益面に
おいては、協力会社への社員の転籍、派遣社員の雇用減等人件費の削減、現場業務の改善、優良
会社への傾斜発注及び合併等協力会社の体制強化による外注費の低減、工事材料の集中購買の徹
底による購入価格の低廉化、資金の効率的運用等業績改善施策に取り組んだが、受注競争の熾烈
化に伴う受注価格の低下、退職給付費用の増加等により、経常利益は１１５億５千万円（前連結
会計年度比８９．９％）と前連結会計年度を下回る結果となった。更に、当期純利益についても、
当社非連結子会社が債務超過に陥ったことにより、同社から生じる可能性のある損失額を見積り、
１６億８千万円を債務保証等損失引当金として計上したため、４１億円（前連結会計年度比９１．
３％）となり、前連結会計年度を下回る結果となった。 
なお、当社は「土地の再評価に関する法律」に基づき、財務体質の健全化及び透明化を図るた
め、当連結会計年度に事業用土地の再評価を行い、資本の部に再評価差額金 △８６億３千万円を
計上している。 
セグメント別の業績の状況は次のとおりである。 
［電気設備工事事業］ 

ＮＴＴグループからの受注拡大に向けて積極的な営業を展開するとともに、官公庁、ＮＣＣ関
連及び一般企業からの受注に対しても、積極的な営業活動を展開し受注獲得に努めた結果、連結
売上高は２，１１４億８千万円（前連結会計年度比１０２．９％）と前連結会計年度を上回るこ
とができた。しかしながら、損益面については、工事利益率・施工効率の向上、外注体制の整
備・強化等、工事原価の低減等原価管理の徹底等に積極的に取り組んだが、受注競争の激化に伴
う受注価格の低下の影響等により、連結営業利益は９６億９千万円（前連結会計年度比９２.
６％）と前連結会計年度を下回る結果となった。 
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［その他の事業］ 

ＩＴ革命の急速な進展に伴い、情報処理関連事業においても競争が激化している中、ネットワ
ークソリューション等幅広い技術領域を背景とした積極的な営業活動による受注拡大に努めたこ
と、また、連結子会社の商品販売の売上が寄与したことにより、連結売上高は１９８億６千万円
（前連結会計年度比１１８．９％）と前連結会計年度を上回った。しかしながら、連結営業利益
については受注価格の低下により８億７千万円（前連結会計年度比７５.１％）と、前連結会計年
度を大幅に下回る結果となった。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、有形固
定資産の取得、自己株式の取得等により一部相殺されたものの、有価証券の売却や未成工事支出金
等のたな卸資産の減少に加えて、連結子会社の追加に伴う資金の増加が６億４千万円あり、前連結
会計年度と比較して３５億６千万円増加し、４３０億３千万円となった。 

[営業活動によるキャッシュ・フロー] 

営業活動の結果得られた資金は１１５億８千万円となった。これは主に未成工事支出金等のた
な卸資産の減少によるもので前連結会計年度比３４０.９％となった。 

[投資活動によるキャッシュ・フロー] 

投資活動の結果使用した資金は５８億９千万円となった。これは主に有形固定資産の取得によ
るもので前連結会計年度比１４０.４％となった。 

[財務活動によるキャッシュ・フロー] 

財務活動の結果使用した資金は２７億６千万円となった。これは主に配当金の支払及び自己株
式の取得によるもので前連結会計年度比１４３.６％となった。 
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２ 【受注及び売上の状況】 
当社グループが営んでいる事業の大部分を占める建設事業及びその他の事業では生産実績を定義す
ることが困難であり、建設事業において請負形態をとっているため販売実績という定義は実態にそぐ
わない。 
よって「受注及び販売の状況について」は、「１ 事業等の概要」における各事業の種類別セグメ
ントの業績に関連付けて、受注及び売上の状況として記載している。 

 

(1) 受注実績 

受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 
 

区分 
前連結会計年度 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

電気設備工事事業(百万円) 212,015 194,989 

その他の事業(百万円) 17,195 18,996 

合計(百万円) 229,211 213,985 

(注) 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

 

(2) 売上実績 

売上実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりである。 
 

区分 
前連結会計年度 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

電気設備工事事業(百万円) 205,514 211,489 

その他の事業(百万円) 16,705 19,861 

合計(百万円) 222,220 231,350 

(注) 主な相手先別の売上及びその割合は次のとおりである。 
 

前連結会計年度 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 相手先 

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％) 

ＮＴＴグループ 134,981 60.7 152,534 65.9 

(注) １ ＮＴＴグループは、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コミュニ
ケーションズ株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ等である。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 
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また、当社の受注及び売上の状況が、当社グループの受注及び売上の大半を占めるため、参考に
当社単独の事業の状況を示すと次のとおりである。 

① 受注高、売上高、繰越高及び施工高 
 

次期繰越高 
項目 種別 

前期 
繰越高 

(百万円) 

当期 
受注高 

(百万円) 

計 

(百万円) 

当期 
売上高 

(百万円) 
手持高 
(百万円) 

うち施工高 
(％、百万円) 

当期 
施工高 

(百万円) 

所外系工事 20,110 48,736 68,846 54,520 14,326 38.3 5,494 53,063 

所内系工事 8,987 77,893 86,881 74,646 12,234 36.2 4,424 74,836 

N 
T 
T 
グ 
ル 
丨 
プ 

工
事 

 
計 29,097 126,630 155,727 129,166 26,561 37.3 9,919 127,900 

海外工事 1,319 824 2,143 1,314 828 22.5 186 992 

国内一般工事 36,139 78,672 114,811 68,973 45,838 18.1 8,285 70,318 

建 
設 
事 
業 

計 66,555 206,126 272,682 199,454 73,228 25.1 18,390 199,210 

情報事業 5,250 16,358 21,608 16,131 5,476 18.0 983 15,819 

第51期  

自 
 
平
成
十
二
年
四
月
一
日 
 

至 
 
平
成
十
三
年
三
月
三
一
日  

 
合計 71,805 222,485 294,291 215,586 78,705 24.6 19,375 215,030 

所外系工事 14,326 41,447 55,773 48,084 7,688 28.9 2,220 44,811 

所内系工事 12,234 80,208 92,442 84,171 8,270 35.3 2,920 82,666 

N 
T 
T 
グ 
ル 
丨 
プ 

工 
事 

 
計 26,561 121,655 148,216 132,256 15,959 32.2 5,141 127,478 

海外工事 828 2,970 3,799 2,499 1,299 34.9 454 2,767 

国内一般工事 45,838 62,305 108,143 69,927 38,216 15.0 5,730 67,372 

建 
設 
事 
業 

計 73,228 186,930 260,158 204,683 55,475 20.4 11,325 197,617 

情報事業 5,476 13,970 19,447 14,522 4,924 14.6 717 14,257 

第52期  

自 
 
平
成
十
三
年
四
月
一
日 
 

至 
 
平
成
十
四
年
三
月
三
一
日  

 
合計 78,705 200,900 279,605 219,206 60,399 19.9 12,043 211,874 

 (注) １ 前期以前に受注したもので、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、期中受注高にそ
の増減額を含む。したがって、期中売上高にも係る増減額が含まれる。 

２ 次期繰越高の施工高は、支出金より手持高の施工高を推定したものである。 
３ 当期施工高は、(当期売上高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高)に一致する。 
４ 上記金額には、消費税等は含まれていない。(③以下の各表についても同じ。) 

 

② 受注工事高の受注方法別比率 

受注は、指名競争入札を原則として契約されている。 
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③ 完成工事高 
 

区分 
第51期 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

  所外系工事(百万円) 54,520 48,084 

 ＮＴＴ工事 所内系工事(百万円) 74,646 84,171 

建設事業  計(百万円) 129,166 132,256 

 海外工事(百万円) 1,314 2,499 

 国内一般工事(百万円) 68,973 69,927 

合計(百万円) 199,454 204,683 

(注) １ 第51期の完成工事高のうち、請負金額６億円以上の主なものは次のとおりである。 
盟和産業株式会社 マイキャッスル湘南逗子サンヴェローナ弐番館新築工事 
西日本電信電話株式会社 神戸支店第Ａ801号通信設備工事 
株式会社大林組 ＵＳＪ新駅街区プロジェクト商業施設新築電気設備工事 
東日本電信電話株式会社 三鷹～武蔵野間通信設備総合工事 
東日本電信電話株式会社 浦和・川口エリアサービス総合工事 

２ 第52期の完成工事高のうち、請負金額６億円以上の主なものは次のとおりである。 
盟和産業株式会社 マイキャッスル湘南逗子サンヴェローナ参番館新築工事 
山田建設株式会社 マイキャッスル仲町台Ⅲ新築工事 
東亜建設工業株式会社 芝川トンネル新設工事 
株式会社フジタ 上目黒二丁目再開発事業電気設備工事 
株式会社鴻池組 白井沼南土地区画整理事業 

３ 完成工事総額に対する割合が100分10以上の相手先別の完成工事高及びその割合は次のとおりである。 
 

第51期 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 相手先 

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％) 

ＮＴＴグループ 129,166 64.8 132,256 64.6 

(注) ＮＴＴグループは、東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社、エヌ・ティ・ティ・コ
ミュニケーションズ株式会社、株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ等である。 
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④ 手持工事高(平成14年３月31日現在) 
 

区分 
第51期 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

  所外系工事(百万円) 14,326 7,688 

 ＮＴＴ工事 所内系工事(百万円) 12,234 8,270 

建設事業  計(百万円) 26,561 15,959 

 海外工事(百万円) 828 1,299 

 国内一般工事(百万円) 45,838 38,216 

合計(百万円) 73,228 55,475 

(注) 手持工事高のうち、請負金額10億円以上の主なものは次のとおりである。 
タカラレーベン株式会社 レーベンハイム藤沢新築工事 平成15年11月竣工予定 
山田建設株式会社 マイキャッスル多摩境フィール新築工事 平成14年12月竣工予定 
大豊不動産株式会社 グランデュー南藤沢新築工事 平成15年３月竣工予定 
大豊建設株式会社 上坂部マンション新築工事 平成14年６月竣工予定 
アーク不動産株式会社 王子公園マンション新築工事 平成14年６月竣工予定 

 

⑤ 情報事業の状況 
 

第51期 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 区分 

前期繰越高 
(百万円) 

当期受注高 
(百万円) 

当期売上高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

前期繰越高 
(百万円) 

当期受注高 
(百万円) 

当期売上高 
(百万円) 

受注残高 
(百万円) 

情報関連工事等 5,250 16,358 16,131 5,476 5,476 13,970 14,522 4,924 

合計 5,250 16,358 16,131 5,476 5,476 13,970 14,522 4,924 
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３ 【対処すべき課題】 
当社グループの事業領域である情報通信市場を展望すると、ＮＴＴの設備投資については、ブロー
ドバンド時代における大容量超高速通信を可能とする「ＨＩＫＡＲＩ」関連の設備投資に期待できる
ものの、合理化施策による投資抑制の影響等により厳しい状況が続くものと考えている。また、ＮＴ
ＴドコモについてはＦＯＭＡ関連の設備投資は当面好調に推移するものと考えられる。更に、ＮＴＴ
関連以外の市場においても、政府によるＩＴ革命の推進施策等により成長が期待されているが、情報
通信の分野においては、技術革新の急速な進展、新規企業の市場参入などにより競争はますます激化
していることから、激変するＩＴ革新時代に対応するため、連結経営の一層の充実に努め、グループ
会社の総合力を高めるとともに、その管理強化を図るほか、次のような抜本的な構造改革を断行する
こととしている。 
１．ダイナミックな要員流動と社員数の適正化及びＩＰ技術者の育成・集約と組織化  

稼働要員のプール化による稼働支援等の円滑化を図るほか、「ＣＯＩＮＳ」（Ｃｏｍｓｙｓ Ｉ
Ｐ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ Ｓｕｐｐｏｒｔ）プロジェクトを中心にＩＰ技術へ
の対応を強化する。 
また、営業要員については、市場及びスキルに応じて再配置するとともに、管理部門について
もスリム化を図る。 

２．競争に打ち勝てる人事制度及び賃金体系への移行  
会社業績に応じた賃金制度、競争の実態を反映した地域別賃金制度、全管理職への年俸制導入、
職能資格制度の改定等人事制度・賃金体系の見直しを図る。 

３．協力会社体制の強化による施工能力向上と外注費の適正化  
グループ会社を再編し集約化するほか、傾斜発注により優良協力会社を育成する。また、外注
管理を充実強化し外注費を低減させる。 

４．徹底した業務の効率化 
現場業務については、ＩＴを駆使した現場業務支援システムを導入し効率化を図るとともに、
共通業務についても、更なるアウトソーシングを行いグループ業務の集約化に取り組む。   

５．事業領域の拡大    
風力・太陽光発電への工事の取り組みを強化するほか、ソリューション事業についても更なる
拡大を図る。また、異業種との共同事業を推進し、新規事業領域を拡大する。  
このように、旧弊の打破はもとより、新たな改革に向け積極的な取り組みを行い、営業力、技術
力並びに激しい価格競争に打ち勝つためのコスト競争力の一層の強化を図りながら、業績の向上に
努めていくこととしている。 

 

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項なし。 
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５ 【研究開発活動】 

当社グループでは、インターネットの急激な普及、電子商取引の増加等、ＩＴ革命により一層拡大
していくものと想定される情報通信分野の市場で、これらの変化に対応すべく、当社グループの主要
事業である電気通信設備建設を効率的かつ安全に遂行するための研究開発と、更に、このＩＴ革命の
進展に伴い予想される事業環境の変化を先取りし、市場開拓を志向した新分野技術および、経営合理
化につながるシステム開発などを重要課題として広範な研究開発を進めている。 
当連結会計年度における研究開発費、研究開発体制、研究開発成果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る。 

[電気通信設備事業] 

１ 研究開発費 

当連結会計年度における研究開発費は、４億１千万円である。 

２ 研究開発体制 

当社の技術研究開発センタ(研究開発スタッフ 34名)が行っている。 

３ 研究開発成果 

(1) 施工の効率化技術の研究開発 

① ＡＤＳＬ設備工事における試験器 
② 線路工事の設計業務における接続点支給材料算出ツール 
③ 下水道内光通信設備構築技術 

(2) 工事安全及び品質向上技術の研究開発 

① ４・５・６GＨZ電力増幅器メータ回路の改造 
② Ｄ７０型ケーブル探索装置 
③ 撤去コンクリート電柱折損防止用補強工具の適用拡大 

(3) 新技術・システムの研究開発 

① スイーコム工法（負圧吸引式光ケーブル布設工法） 
② 転動型制振システム(ＴＲＭＤ) 

なお、子会社においては、研究開発活動は特段行っていない。 

 

[その他の事業] 

研究開発活動は特段行っていない。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社グループでは、経営規模の拡大、施工の機械化と技術者育成の推進に伴い、事務所、工事基地

などの拡充・更新等に37億９千万円の設備投資を実施した。 

その主なものについて示すと次のとおりである。 

所要資金については、いずれの投資も自己資金を充当し、新たに社債の発行等は行わなかった。 
 

会社名 
事業所 

所在地 
事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 
建設費用 
(百万円) 

日本コムシス㈱ 
本社事務所 

東京都品川区 
電気設備工事事業 
その他の事業 

新  社  屋 1,944 

日本コムシス㈱ 
足立テクノステーション 

東京都足立区 電気設備工事事業 工事基地の建物 802 

日本コムシス㈱ 
江戸川テクノステーション 

東京都江戸川区 電気設備工事事業 工事基地の建物 114 
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２ 【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりである。 

(1) 提出会社 
 

帳簿価額(百万円) 
事業所名 
(所在地) 

セグメントの 
名称 

設備の 
内容 建物及び 

構築物 
機械装置 
及び運搬具 

土地 
(面積千㎡) 

その他 合計 

従業員数 
(人) 

本社 
(東京都港区) 

電気設備工事 
その他の事業 

工事基地 
事務所 

6,620 333 
9,567 
(51) 

1,308 17,830 1,725 

東北支店 
(仙台市若林区) 

電気設備工事 
工事基地 
事務所 

1,263 27 
349 
(5) 

4 1,644 176 

関東南支店 
(横浜市西区) 

電気設備工事 
工事基地 
事務所 

264 ― 
725 
(6) 

6 995 19 

関東中支店 
(埼玉県 
さいたま市) 

電気設備工事 
工事基地 
事務所 

1,839 ― 
1,376 
(15) 

52 3,268 186 

信越支店 
(長野県長野市) 

電気設備工事 
工事基地 
事務所 

459 ― 
497 
(10) 

15 972 184 

東海支店 
(名古屋市中区) 

電気設備工事 
その他の事業 

工事基地 
事務所 

1,110 28 
350 
(0) 

16 1,505 160 

関西支店 
(大阪市中央区) 

電気設備工事 
その他の事業 

工事基地 
事務所 

930 ― 
2,782 
(10) 

32 3,744 443 

九州支店 
(福岡市博多区) 

電気設備工事 
工事基地 
事務所 

367 ― 
756 
(6) 

3 1,127 242 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品の合計で、帳簿価額に建設仮勘定は含まれていない。 
２ 金額には消費税等を含まない。 
３ 金額の百万円未満は切り捨てている。 
４ 前記の土地・建物のうち賃貸中の主なものは次のとおりである。 

 
事業所名 土地(千㎡) 建物(千㎡) 

本社 10 6 

東北支店 ― 2 
 
５ リース契約による賃借資産は次のとおりである。 

 

名称 台数(台) 
主なリース期間 

(年) 
年間リース料 
(百万円) 

リース契約残高 
(百万円) 

パソコン等ＯＡ機器 96 4 312 770 

工事用建設機械等 22 5 28 37 

車両 64 5 45 212 
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(2) 国内子会社 
 

帳簿価額(百万円) 
会社名 

事業所名 
(所在地) 

セグメント
の名称 

設備の 
内容 建物及び 

構築物 
機械装置 
及び運搬具 

土地 
(面積千㎡) 

その他 合計 

従業員数 
(人) 

コムシステック㈱ 
東京都 
台東区 

電気設備工事 工事基地 186 9 
89 
(1) 

14 250 157 

東京通建㈱ 
東京都 
港区 

電気設備工事 工事基地 358 － 
684 
(5) 

117 1,160 197 

日東通建㈱ 
東京都 
港区 

電気設備工事 工事基地 208 11 
457 
(2) 

113 791 211 

㈱大栄製作所 
神奈川県 
厚木市 

電気設備工事 工事基地 350 79 
111 
(12) 

28 569 118 

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品の合計で、帳簿価額に建設仮勘定は含まれていない。 
２ 金額には消費税等を含まない。 

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

当社グループでは、経営規模の拡大、施工の機械化に伴い、事務所、機械設備などの拡充・更新を
推進しつつあり、重要な設備の新設、除却等の計画を示すと次のとおりである。 

(1) 新設 
 

投資予定金額 着手及び完了予定 
会社名 
事業所 

所在地 
事業の種類別セ
グメントの名称 設備の内容 

総額 
(百万円) 

既払額 
(百万円) 

資金調達 
方法 

着手 完了 

日本コムシス㈱ 
本社 

東京都 
港区 

電気設備工事 
その他の事業 

社屋の改修工事 300 ― 自己資金 
平成14年 
３月 

平成14年 
６月 

 

(2) 除却等 

特記すべき事項はない。 
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第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
 

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 249,341,000 

計 249,341,000 

(注) 「株式の消却が行われた場合は、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めている。 
なお、上記の「会社が発行する株式の総数」は、当期末現在の定款に定められた会社が発行する株式総数
であるが、当期末までに利益により自己株式1,578,000株を消却し、当期末現在の登記簿上の「会社が発行
する株式総数」は、247,763,000株となっている。 

 
② 【発行済株式】 

 

種類 
事業年度末現在発行数(株) 
(平成14年３月31日) 

提出日現在発行数(株) 
(平成14年６月27日) 

上場証券取引所名又 
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 135,264,252 135,264,252 

東京証券取引所 
（市場第１部） 
大阪証券取引所 
（市場第１部） 

― 

計 135,264,252 135,264,252 ― ― 

(注)  提出日現在の発行数には、平成14年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債の株式への転
換により発行された株式数は含まれていない。 

 
(2) 【新株予約権等の状況】 
  

当社では、旧商法に基づき転換社債を発行している。当該転換社債の残高、転換価格及び資本組入
額は次のとおりである。 

 

平成14年３月31日現在 平成14年５月31日現在 
銘柄 
(発行日) 転換社債 

残高(百万円) 
転換価格 
(円) 

資本組入額 
(円) 

転換社債 
残高(百万円) 

転換価格 
(円) 

資本組入額 
(円) 

第２回無担保転換社債 
(平成８年６月24日) 9,312 1,435.0 718 9,312 1,435.0 718 
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(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 
 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式 
総数残高 
(株) 

資本金増減額 
 

(百万円) 

資本金残高 
 

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金 
残高 
(百万円) 

平成10年４月１日～ 
平成11年３月31日 
(注)１ 

2,387,739 132,841,102 1,391 27,982 1,761 26,665 

平成11年４月１日～ 
平成12年３月31日 
(注)２ 

4,325,150 137,166,252 3,157 31,140 4,070 30,735 

平成12年４月１日～ 
平成13年３月31日 
(注)３ 

△324,000 136,842,252 ― 31,140 ― 30,735 

平成13年４月１日～ 
平成14年３月31日 
(注)４ 

△1,578,000 135,264,252 ― 31,140 ― 30,735 

(注) １ 転換社債の株式への転換による増加(6,271株、資本金4百万円、資本準備金4百万円の増加) 
新株引受権付社債の新株引受権の行使による増加(2,381,468株、資本金1,386百万円、資本準備金1,756
百万円の増加) 

２ 転換社債の株式への転換による増加(67,594株、資本金48百万円、資本準備金48百万円の増加) 
新株引受権付社債の新株引受権の行使による増加(4,592,556株、資本金3,109百万円、資本準備金4,021
百万円の増加) 
自己株式消却による減少(335,000株の減少) 

３ 自己株式消却による減少(324,000株の減少) 
４ 自己株式消却による減少(1,578,000株の減少) 

 

(4) 【所有者別状況】 
平成14年３月31日現在 

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 

区分 政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の 
法人 

外国 
法人等 

外国法人 
等のうち 
個人 

個人 
その他 

計 

単元未満 
株式の状況 
(株) 

株主数(人) ― 119 72 140 218 5 6,814 7,363 ― 

所有株式数 
(単元) 

― 52,576 3,409 26,899 34,239 15 17,141 134,264 1,000,252 

所有株式数 
の割合(％) 

― 39.15 2.54 20.03 25.50 0.01 12.78 100.00 ― 

(注) １ 自己株式517,086株(うちストックオプション制度に係るもの504,000株)は、「個人その他」に517単元
及び「単元未満株式の状況」に86株を含めて記載している。 

２ 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ20単
元及び560株含まれている。 
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(5) 【大株主の状況】 
平成14年３月31日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する 
所有株式数の割合(％) 

日本トラスティサービス信託銀行株式
会社信託口 

中央区晴海１丁目８－11 8,694 6.42 

株式会社フジクラ 江東区木場１丁目５－１ 5,212 3.85 

住友電気工業株式会社 大阪市中央区北浜４丁目５－33 5,166 3.81 

古河電気工業株式会社 千代田区丸の内２丁目６－１ 5,166 3.81 

三菱信託銀行株式会社信託口 千代田区永田町２丁目11－１ 4,952 3.66 

ＵＦＪ銀行株式会社信託勘定Ａ口 千代田区丸の内１丁目４－３ 4,902 3.62 

ザチェースマンハッタンバンクエヌエ
イロンドン 
(常任代理人 株式会社富士銀行) 

中央区日本橋兜町６－７ 4,161 3.07 

アサド 
(常任代理人 株式会社東京三菱銀行) 

千代田区丸の内２丁目７－１ 3,517 2.60 

日本生命保険相互会社 千代田区有楽町１丁目２－２ 2,839 2.09 

富士通株式会社 千代田区丸の内１丁目６－１ 2,413 1.78 

計 ― 47,024 34.76 
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(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成14年３月31日現在 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等)  普通株式  1,276,000 ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 132,988,000 132,968 ― 

単元未満株式 普通株式  1,000,252 ― 
１単元（1,000株）未
満の株式 

発行済株式総数 135,264,252 ― ― 

総株主の議決権 ― 132,968 ― 

（注）１ 「完全議決権株式（自己株式等）」の欄は、全て当社所有の自己株式である。 
２ 「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それ

ぞれ20,000株及び560株含まれている。 
３ 単元未満株式数には当社所有の自己株式86株及び東京通建株式会社所有の相互保有株式705株、株式会
社大栄製作所所有の相互保有株式311株、日東通建株式会社所有の相互保有株式922株、日新電話設備株
式会社所有の相互保有株式111株が含まれている。 

 
② 【自己株式等】 

 

所有者の氏名 
又は名称 所有者の住所 

自己名義 
所有株式数 
(株) 

他人名義 
所有株式数 
(株) 

所有株式の
合計(株) 

発行済株式総数 
に対する所有 
株式数の割合(％) 

日本コムシス株式会社 東京都港区高輪３-23-14 518,000 ― 518,000 0.38 

東京通建株式会社 東京都港区南麻布５-15-19 383,000 ― 383,000 0.28 

株式会社大栄製作所 東京都渋谷区恵比寿４-６-10 89,000 ― 89,000 0.06 

株式会社江渡工業社 青森市篠田３-８-８ 30,000 ― 30,000 0.02 

日東通建株式会社 東京都港区港南２-12-26 244,000 ― 244,000 0.18 

日新電話設備株式会社 東京都杉並区梅里２-21-１ 11,000 ― 11,000 0.00 

株式会社サンヨ 東京都町田市鶴間１-20-５ 1,000 ― 1,000 0.00 

計 ― 1,276,000 ― 1,276,000 0.94 

(注) 日本コムシス株式会社の「自己株式等」には、改正前商法第210条ノ２第２項(ストックオプション制度)の
規定により取得した自己株式504,000株が含まれている。 
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(7) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、ストックオプション制度を採用している。 

イ 第49回定時株主総会（平成11年６月29日）おけるストックオプション制度に係る決議内容 

当該制度は、改正前商法第210条ノ２第２項の規定に基づき、当社が自己株式を買付ける方法に

より、平成11年６月29日第49回定時株主総会終結時に在任する当社取締役並びに平成11年７月１

日現在在籍する当社執行役員及び当社従業員のうち理事・参与の幹部社員と優良工事長表彰社員

に対して付与することを平成11年６月29日開催の当社第49回定時株主総会において決議されたも

のである。 

当該制度の内容は次のとおりである。 
 

決議年月日 平成11年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 

取締役 ８名 
執行役員 21名 
従業員（理事・参与の幹部社員）50名 
従業員（優良工事長）105名 

株式の種類 普通株式 

株式の数 

取締役 54,000株（１人３千株から10千株までの範囲） 
執行役員 77,000株（１人３千株から５千株までの範囲） 
従業員（理事・参与の幹部社員）100,000株（１人一律２千株） 
従業員（優良工事長）105,000株（１人一律１千株） 

発行価額 （注）１ 

権利行使期間 平成13年７月１日～平成17年６月30日 

権利行使についての条件 （注）２ 

（注）１ 権利付与日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式
普通取引終値の平均値に1.05を乗じた価額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が
権利を付与する日の終値を下回る場合は、権利を付与する日の終値とする。 
なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行する場合は、次の算式により譲渡価額を調整し、
調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

    新規発行株式数×１株当たり払込金 
既発行株式数 ＋ 

分割・新規発行前の株価 
調整後譲渡価額 ＝ 調整前譲渡価額 × 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 
２ 「権利行使についての条件」は、上記株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で
締結する「予め定めたる価額を以て会社よりその株式を自己に譲渡すべき旨を請求する権利を与ふる
契約」に定めるものとする。 

 

ロ 第50回定時株主総会（平成12年６月29日）におけるストックオプション制度に係る決議内容 

当該制度は、改正前商法第210条ノ２第２項の規定に基づき、当社が自己株式を買付ける方法に

より、平成12年７月１日現在在籍する当社従業員のうち、優良工事長表彰社員及び功労社員表彰

社員に対して付与することを平成12年６月29日開催の当社第50回定時株主総会において決議され

たものである。 



―     ― 24 

当該制度の内容は次のとおりである。 
 

決議年月日 平成12年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 表彰社員（優良工事長及び功労社員）70名 

株式の種類 普通株式 

株式の数 70,000株（１人一律１千株） 

発行価額 （注）１ 

権利行使期間 平成14年７月１日～平成18年６月30日 

権利行使についての条件 （注）２ 

（注）１ 権利付与日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式
普通取引終値の平均値に1.05を乗じた価額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が
権利を付与する日の終値を下回る場合は、権利を付与する日の終値とする。 
なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行する場合は、次の算式により譲渡価額を調整し、
調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

    新規発行株式数×１株当たり払込金 
既発行株式数 ＋ 

分割・新規発行前の株価 
調整後譲渡価額 ＝ 調整前譲渡価額 × 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 
２ 「権利行使についての条件」は、上記株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で
締結する「予め定めたる価額を以て会社よりその株式を自己に譲渡すべき旨を請求する権利を与ふる
契約」に定めるものとする。 

 

ハ 第51回定時株主総会（平成13年６月28日）におけるストックオプション制度に係る決議内容 
当該制度は、改正前商法第210条ノ２第２項の規定に基づき、当社が自己株式を買付ける方法に
より、平成13年７月１日現在在籍する当社従業員のうち、優良工事長表彰社員及び功労社員表彰
社員に対して付与することを平成13年６月28日開催の当社第51回定時株主総会において決議され
たものである。 
当該制度の内容は次のとおりである。 
 

決議年月日 平成13年６月28日 

付与対象者の区分及び人数 表彰社員（優良工事長、優良営業担当者及び功労社員）102名 
（内１名は複数受賞） 

株式の種類 普通株式 

株式の数 103,000株（１受賞当たり１千株） 

発行価額 （注）１ 

権利行使期間 平成15年７月１日～平成19年６月30日 

権利行使についての条件 （注）２ 

（注）１ 権利付与日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式
普通取引終値の平均値に1.05を乗じた価額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が
権利を付与する日の終値を下回る場合は、権利を付与する日の終値とする。 
なお、株式の分割及び時価を下回る価額で新株を発行する場合は、次の算式により譲渡価額を調整し、
調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

    新規発行株式数×１株当たり払込金 
既発行株式数 ＋ 

分割・新規発行前の株価 
調整後譲渡価額 ＝ 調整前譲渡価額 × 

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数 
２ 「権利行使についての条件」は、上記株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で
締結する「予め定めたる価額を以て会社よりその株式を自己に譲渡すべき旨を請求する権利を与ふる
契約」に定めるものとする。 
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ニ 第52回定時株主総会（平成14年６月27日）におけるストックオプション制度に係る決議内容 
当該制度は、商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役及び使用人
並びに当社子会社の取締役に対し特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成14年
６月27日開催の当社第52回定時株主総会において決議されたものである。 
当該制度の内容は次のとおりである。 

決議年月日 平成14年６月27日 

付与対象者の区分 当社取締役及び使用人並びに子会社の取締役 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 400,000株を上限 （注）１、２ 

新株予約権の行使時の払込金額 （注）３ 

新株予約権の行使期間 発行日の２年後の日から４年間 

新株予約権の行使の条件 （注）４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する 

（注）１ 発行する新株予約権の総数は400個（新株予約権１個当たりの目的となる当社普通株式の数は1,000株
とする。）を上限とする。なお、発行価額は無償とする。 

２ 当社が当社普通株式の分割または合併を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整する
ものとする。ただし、かかる調整は当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的たる株
式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（または合併）の比率 

３ 新株予約権の行使により発行または移転する株式１株当たりの払込金額に付与株式数を乗じた金額と
する。 
１株当たりの払込金額は、発行日の属する月の前月の各日（取り引きが成立していない日を除く。）
の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下、当該取引所における当社
普通株式の普通取引の終値を「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数
は、これを切り上げるものとする。ただし、その金額が発行日の終値（取り引きが成立しない場合は
それに先立つ直近日の終値）を下回る場合は、当該終値を払込金額とする。 
なお、当社が発行日以降、当社普通株式の分割または合併を行う場合には、次の算式により払込金額
を調整するものとし、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げるものとする。 

１ 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

分割（または合併）の比率 
また、発行日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を
処分する場合（新株予約権の行使、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行
前の商法に基づき発行された転換社債の転換並びに付与された株式譲渡請求権の行使の場合を除
く。）は、次の算式により払込金額を調整するものとし、調整の結果生じる１円未満の端数は、これ
を切り上げるものとする。 

    新規発行株式数×１株当たりの払込金額 
既発行株式数 ＋ 

１株当たりの時価 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × 

既発行株式数＋新規発行株式数 
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を
控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に
読み替えるものとする。 

４ 「新株予約権の行使の条件」は、上記株主総会及び取締役会の決議に基づき、対象者との間で締結す
る「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 
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２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【取締役又は使用人への譲渡及び利益、資本準備金又は再評価差額金による消却に係る自己株

式の取得等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 
 

イ 【株式の種類】 普通株式 
 
(イ) 【取締役又は使用人への譲渡のための取得の状況】 

平成14年６月27日現在 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

定時株主総会での決議状況 
(平成13年６月28日決議) 103,000 300,000,000 

前決議期間における取得自己株式 103,000 175,466,000 

残存授権株式の総数及び価額の総額 0 124,534,000 

未行使割合(％) 0 41.5 

(注) １ 授権株式数の前定時株主総会の終結した日現在の発行済株式に対する割合は0.08％である。 
２ 取締役、執行役員及び従業員の業績向上に対する意欲や志気を高めることを目的に導入するストッ
クオプション制度に従い株式を譲渡するための取得である。 

３ 平成13年６月28日開催の当社第51回株主総会において、自己株式取得に関し、株式の種類、総数及
び価額のほか「株式譲渡請求権付与契約」に基づき譲渡を行う旨、譲渡を受ける者の氏名、譲渡す
る株式の数、譲渡価額、権利行使期間、権利行使の条件に付き決議した。 

 

(ロ) 【利益、資本準備金又は再評価差額金による消却のための買受けの状況】 
平成14年６月27日現在 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

定時株主総会での決議状況 
(平成－年－月－日決議) 

― ― 

利益による消却の取締役会での決議状況 
(平成13年６月28日決議) 
(平成13年11月15日決議) 

 
550,000 
1,500,000 

 
685,000,000 
1,000,000,000 

資本準備金による消却の取締役会での決議状況 
(平成－年－月－日決議) 

― ― 

再評価差額金による消却の取締役会での決議状況 
(平成－年－月－日決議) 

― ― 

前決議期間における取得自己株式 499,000 
1,079,000 

684,969,000 
999,400,000 

残存授権株式等の総数及び価額の総額 51,000 
421,000 

31,000 
600,000 

未行使割合(％) 23.0 0.0 

(注) 定款において、「株式の消却の手続きに関する商法の特例に関する法律」第３条第１項の規定に基づき、
平成９年６月27日以降、取締役会の決議により1,100万株を限度として、利益による株式消却のために
自己株式を取得することができる旨を定めている。 
なお、本定款の定めにより自己株式を取得できるのは「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年
法律第79号）附則第３条に基づき、当定時株主総会の終結の日までである。 
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(ハ) 【取得自己株式の処理状況】 
平成14年６月27日現在 

区分 
譲渡株式数又は 
消却株式数(株) 

処分価額の総額(円) 所有自己株式数(株) 

取締役又は使用人への譲渡の
ための取得自己株式 

― ― 103,000 

利益による消却のための取得
自己株式 

1,578,000 1,684,369,000 0 

資本準備金による消却のため
の取得自己株式 

― ― ― 

再評価差額金による消却のた
めの取得自己株式 

― ― ― 

計 ― ― 103,000 

 

【定時総会決議による自己株式の買受け等、子会社からの自己株式の買受け等又は再評価差額

金による消却のための自己株式の買受け等の状況】 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 
平成14年６月27日現在 

区分 株式の種類 株式数 価額の総額 

自己株式取得に係る決議 普通株式 4,000,000株を上限とする 4,000,000,000円を上限とする 

再評価差額金による消却のた
めの買受けに係る決議 

― ― ― 

計 ― 4,000,000株を上限とする 4,000,000,000円を上限とする 

(注) 授権株式数の当定時株主総会の終結した日現在の発行済株式に占める割合は2.96％である。 

 

３ 【配当政策】 
当社は、配当政策を最重要課題の一つと認識し、将来の事業展開に備えた財務体質の強化と株主
資本利益率の維持・向上に努めるとともに、業績動向並びに配当性向等を総合的に勘案しつつ、株
主への還元を重視した配当を継続することを基本的な方針としている。 
当期の配当については、上記の方針に基づき、１株につき５円の中間配当を実施し、期末配当金
についても、１株につき５円とし、年間１０円の配当を行うこととした。この結果、当期の配当性
向は３９.１％、株主資本当期純利益率は３.２％、株主資本配当率は１.３％となる。また、当社
は配当金のほか株主への利益還元施策の一環として、継続的に利益による自己株式の消却を実施し
ており、当期においても、自己株式１,５７８,０００株を取得し、失効手続きを完了した。 
当期における内部留保資金については、経営基盤の更なる強化に向け、業容の拡大に伴う訓練施
設の充実、技術革新や安全確保のための工具・計測器の更新、作業環境の改善を図るための工事基
地の整備を中心に設備投資を行うほか、新規事業の開拓に向けて有効に活用していきたいと考えて
いる。 
今後における株主還元施策については、配当金による還元を中心としつつ、より多角的な還元施
策を展開する観点から、自己株式の消却を継続的に実施する考えである。 
(注) 当期の中間配当に関する取締役会決議日 平成13年10月25日 
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４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 
 

回次 第48期 第49期 第50期 第51期 第52期 

決算年月 平成10年３月 平成11年３月 平成12年３月 平成13年３月 平成14年３月 

最高(円) 2,020 1,710 2,700 2,370 2,095 

最低(円) 1,240 1,281 1,420 1,636 580 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 
 

月別 平成13年 
10月 11月 12月 平成14年 

１月 ２月 ３月 

最高(円) 1,605 968 905 736 669 846 

最低(円) 933 810 667 605 580 622 

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。 

 



― 29 ― 

５ 【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

(千株) 

平成４年５月 エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社

代表取締役副社長 

平成９年６月 当社入社 取締役副社長 

代表取締役 

社長 
 武内 宏允 昭和11年12月14日生 

平成10年６月 当社代表取締役社長(現任) 

28 

平成６年６月 日本電信電話株式会社取締役信越支店

長 

平成11年１月 日本情報通信株式会社顧問 

平成11年６月 同社代表取締役社長 

取締役副社長  島田 博文 昭和15年８月１日生 

平成14年６月 当社入社 取締役副社長(現任) 

10 

昭和63年５月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会

社取締役関西支社長 

平成５年５月 当社入社 情報システム本部企画部長 

平成５年６月 当社取締役情報システム本部企画部長 

平成７年６月 当社常務取締役情報システム本部長 

平成７年７月 当社常務取締役総合システム本部長 

平成10年10月 当社専務取締役総合システム本部長 

専務取締役  桑原 清人 昭和13年11月１日生 

平成12年７月 

平成13年７月 

当社専務取締役営業統括本部長 

当社専務取締役(現任) 

13 

平成２年７月 日本電信電話株式会社長野支店長 

平成５年４月 当社入社 社長室調査役 

平成５年７月 当社人事本部長 

平成６年６月 当社取締役人事本部長 

平成９年７月 当社取締役総務部長 

平成10年６月 当社常務取締役総務部長 

平成11年６月 当社常務取締役退任 

当社常務執行役員総務部長 

常務取締役 総務部長 須江 卓男 昭和16年６月27日生 

平成12年６月 当社常務取締役総務部長(現任) 

７ 

平成２年２月 日本電信電話株式会社ネットワーク高

度化推進本部担当部長 

平成５年７月 当社入社 ケーブル施設本部副本部長 

平成７年６月 当社取締役ケーブル施設本部副本部長 

平成７年７月 当社取締役技術研究開発センタ所長 

平成10年６月 当社常務取締役関西支店長 

平成11年６月 当社常務取締役退任 

当社常務執行役員関西支店長 

常務取締役 
安全品質管理本

部長 
岡山 孝昭 昭和16年12月12日生 

平成12年６月 

平成13年９月 

平成14年４月 

当社常務取締役西日本本社代表 

当社常務取締役技術本部長 

当社常務取締役安全品質管理本部長

(現任) 

７ 

平成３年２月 日本電信電話株式会社企業通信システ

ム本部衛星通信推進室長 

平成５年７月 当社入社 営業本部第三営業部長 

平成６年11月 当社営業本部副本部長 

平成７年６月 当社取締役営業本部副本部長 

平成９年７月 当社取締役営業本部長 

平成11年６月 当社常務執行役員営業本部長 

平成12年７月 当社常務執行役員営業統括本部ＮＴＴ

営業本部長 

平成13年５月 当社常務執行役員ＮＴＴ営業本部長 

常務取締役 
ＮＴＴ営業本部

長 
梶山 正英 昭和17年４月12日生 

平成13年６月 当社常務取締役ＮＴＴ営業本部長(現

任) 

６ 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 

所有株式数 

(千株) 

昭和42年４月 当社入社 

平成４年12月 当社伝送無線本部伝送部長 

平成７年７月 当社東海支店長 

平成９年７月 当社技術本部企画部長 

平成10年６月 当社取締役技術本部副本部長 

平成11年６月 当社執行役員技術本部副本部長 

平成12年７月 当社常務執行役員技術本部副本部長 

平成14年４月 当社常務執行役員人材開発部長 

常務取締役 人材開発部長 千葉 洋一 昭和19年６月20日生 

平成14年６月 当社常務取締役人材開発部長(現任) 

４ 

平成９年７月 日本電信電話株式会社理事専用サービ

ス推進部長 

平成10年７月 当社入社 技術本部担当部長 

平成11年１月 当社総合システム本部第二営業部長 

平成11年６月 当社執行役員総合システム本部副本部

長 

平成12年７月 当社常務執行役員営業統括本部ＮＴＴ

第二営業本部長 

平成12年10月 当社常務執行役員営業統括本部官公庁

営業本部長 

平成13年９月 当社常務執行役員営業統括本部長 

平成14年４月 当社常務執行役員経営企画本部副本部

長 

常務取締役 経営企画本部長 野田 馨 昭和20年10月22日生 

平成14年６月 常務取締役経営企画本部長(現任) 

７ 

昭和63年３月 エヌ・ティ・ティ中央テレコンネット

株式会社代表取締役社長 

平成２年４月 当社入社 社長室調査役 

平成４年７月 当社電力システム本部長 

平成５年６月 当社取締役電力システム本部長 

平成５年７月 当社取締役安全品質管理本部長 

平成７年６月 当社取締役通建エンジニアリング株式

会社代表取締役社長 

平成10年４月 当社取締役コムシステック株式会社代

表取締役社長 

平成10年６月 当社取締役退任 

平成11年６月 東京電話施設株式会社代表取締役社長 

常勤監査役  向井 暉二 昭和13年７月９日生 

平成13年６月 当社常勤監査役(現任) 

３ 

昭和38年10月 当社入社 

平成５年７月 当社人事本部人事部長 常勤監査役  小川 正美 昭和13年12月10日生 

平成６年６月 当社常勤監査役(現任) 

６ 

平成５年９月 警察庁刑事局長 

平成７年９月 警察大学校長 

平成11年４月 弁護士登録 
監査役  垣見  隆 昭和17年12月27日生 

平成11年６月 当社監査役(現任) 

２ 

昭和59年10月 株式会社三菱銀行ソウル支店長 

昭和62年４月 同行情報開発本部貿易投資相談室長 

平成元年６月 第一電工株式会社取締役 

平成５年４月 同社常務取締役 

平成７年11月 同社取締役兼オリエクス株式会社代表

取締役副社長 

平成９年４月 同社常務取締役 

平成11年３月 同社取締役退任 

監査役  熊倉  雅 昭和12年３月11日生 

平成12年６月 当社監査役(現任) 

― 

計 93 
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(注) １ 監査役垣見 隆及び同熊倉 雅は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第１項」
に定める社外監査役である。 

２ 当社では、経営環境の変化に迅速に対応するため、経営の意思決定と業務執行機能の分担を明確にし、
業務執行体制の強化を通じて企業経営の更なる活性化を図ることを目的として、執行役員制度を導入し
ている。 
平成14年７月１日における執行役員は、社長室 野瀬昌之、日豊建設工業㈱代表取締役社長 鈴木協一、
関西支店長 近本昇太郎、モバイルエンジニアリング本部長 近藤健児、ＩＴ事業本部長 後藤豊弘、ネ
ットワークエンジニアリング本部副本部長 吉岡義博(以上６名は常務執行役員)、海外本部長 田中嘉信、
ＮＴＴ第二営業本部長 久保田靖彦、官公庁営業本部長 柴田悦男、アクセスエンジニアリング本部長 
朝倉征夫、経営企画本部経営企画部長 髙﨑 昭、信越支店長 武田克雄、北海道支店長 福田正憲、関
連企業部長 瀧口一雄、関東中支店長 服部利政、人事部長 溝口武朗、情報システム本部長 側見 稔、
官公庁営業本部副本部長 古庄 隆、経営企画本部技術企画部長 石川秀樹、ネットワークエンジニアリ
ング本部副本部長 中谷清一郎、東海支店長 関口明良、ＮＴＴ営業本部副本部長 冨永秀一、経理部長 
石垣昭紀の以上23名である。 
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第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24

年建設省令第14号)により作成した。 

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」(昭和24年建設省

令第14号)により作成した。 

なお、第51期事業年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に

基づき、第52期事業年度(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に

基づいて作成している。 

 

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成12年4月1日から平成13年3月

31日まで)及び第51期事業年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)並びに当連結会計年度(平成

13年4月1日から平成14年3月31日まで)及び第52期事業年度(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

の連結財務諸表及び財務諸表について、公認会計士 吉野昌年氏、公認会計士 宮下英次氏及び公認会

計士 丹羽秀夫氏により監査を受けている。 
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１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 
 

  前連結会計年度 
(平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成14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 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金預金   23,705   41,485  

２ 受取手形・ 
  完成工事未収入金等 ※４  61,824   64,888  

３ 有価証券   16,937   2,681  

４ 未成工事支出金等   22,128   16,939  

５ 繰延税金資産   908   1,542  

６ その他   2,759   2,947  

７ 貸倒引当金   △128   △126  

流動資産合計   128,136 68.1  130,358 68.4 

Ⅱ 固定資産        

(1) 有形固定資産        

１ 建物・構築物 ※３ 17,361   23,712   

減価償却累計額  6,427 10,934  8,228 15,483  

２ 機械・運搬具・ 
  工具器具備品  7,509   14,867   

減価償却累計額  6,074 1,435  9,801 5,065  

３ 土地 ※３ 
※５  23,587   18,628  

４ 建設仮勘定   2,649   0  

有形固定資産合計   38,606 20.5  39,178 20.6 

(2) 無形固定資産   1,314 0.7  1,511 0.8 

(3) 投資等        

１ 投資有価証券 ※１  6,557   5,435  

２ 長期貸付金   4,179   3,715  

３ 繰延税金資産   3,669   4,635  

４ その他   6,965   7,088  

５ 貸倒引当金   △1,178   △1,347  

投資等計   20,193 10.7  19,528 10.2 

固定資産合計   60,114 31.9  60,218 31.6 

資産合計   188,250 100.0  190,576 100.0 

        



― 34 ― 

 
  前連結会計年度 

(平成13年３月31日) 
当連結会計年度 
(平成14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 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 工事未払金等 ※４  35,352   36,606  

２ 短期借入金 ※３  1,056   3,456  
３ 一年以内償還予定の転換
社債   ─   9,312  

４ 未払法人税等   788   3,537  

５ 未成工事受入金   7,093   4,327  

６ 完成工事補償引当金   138   134  

７ その他   5,330   5,095  

流動負債合計   49,759 26.4  62,470 32.7 

Ⅱ 固定負債        

１ 転換社債   9,312   ─  

２ 退職給付引当金   3,353   3,252  

３ 役員退職慰労引当金   416   387  

４ 債務保証等損失引当金   ―   1,680  
５ 再評価に係る繰延税金負 
債   ─   2,484  

６ その他   15   887  

固定負債合計   13,097 7.0  8,692 4.6 

負債合計   62,857 33.4  71,162 37.3 

(少数株主持分)        

少数株主持分   7,337 3.9  7,494 4.0 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金   31,140 16.5  31,140 16.3 

Ⅱ 資本準備金   30,735 16.3  30,735 16.1 

Ⅲ 再評価差額金 ※５  ─   △8,632 △4.5 

Ⅳ 連結剰余金   57,827 30.7  60,724 31.8 

Ⅴ その他有価証券評価差額金   28 0.0  △172 △0.1 

   119,732 63.5  113,796 59.6 

Ⅵ 自己株式   △781 △0.4  △964 △0.5 

Ⅶ 子会社の所有する 
  親会社株式   △896 △0.4  △912 △0.4 

資本合計   118,055 62.7  111,919 58.7 

負債・少数株主持分 
及び資本合計   188,250 100.0  190,576 100.0 
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② 【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比 

(％) 金額(百万円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高        

１ 完成工事高  205,514   211,489   

２ 情報事業売上高  16,705 222,220 100.0 19,861 231,350 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１ 完成工事原価  179,452   185,735   

２ 情報事業売上原価  15,079 194,532 87.5 18,353 204,088 88.2 

売上総利益        

１ 完成工事総利益  26,062   25,754   

２ 情報事業総利益  1,625 27,688 12.5 1,508 27,262 11.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 
※３  16,059 7.2  16,762 7.2 

営業利益   11,628 5.3  10,499 4.6 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  715   234   

２ 受取配当金  102   54   

３ 連結調整勘定償却額  ─   303   

４ 為替差益  ─   153   

５ その他  537 1,356 0.6 505 1,252 0.5 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  35   54   

２ 貸倒引当金繰入額  ―   40   

３ その他  89 125 0.1 101 196 0.1 

経常利益   12,859 5.8  11,555 5.0 

Ⅵ 特別利益        

１ 過年度工事収益  264   273   

２ 退職給付信託設定益  5,809   ─   

３ その他  5 6,080 2.7 191 465 0.2 

Ⅶ 特別損失        

１ 過年度工事費用  139   189   

２ 投資有価証券評価損  325   79   

３ 固定資産除却損 ※２ 47   84   

４ ゴルフ会員権評価損  210   63   
５ 債務保証等損失引当金繰
入額  ─   1,680   

６ 退職給付変更時差異償却  8,756   ─   

７ その他  343 9,823 4.4 1,012 3,108 1.3 

税金等調整前 
当期純利益   9,116 4.1  8,912 3.9 

法人税、住民税 
及び事業税  4,081   5,520   

法人税等調整額  225 4,307 1.9 △1,293 4,227 1.8 

少数株主利益   310 0.2  577 0.3 

当期純利益   4,498 2.0  4,106 1.8 
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③ 【連結剰余金計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 連結剰余金期首残高   55,477  57,827 

Ⅱ 連結剰余金増加高      
１ 連結子会社増加に伴う 
  増加高  3 3 2,205 2,205 

Ⅲ 連結剰余金減少高      

１ 株主配当金  1,366  1,624  

２ 取締役賞与  102  106  

３ 自己株式消却額  683 2,151 1,684 3,415 

Ⅳ 当期純利益   4,498  4,106 

Ⅴ 連結剰余金期末残高   57,827  60,724 
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
１ 税金等調整前当期純利益  9,116 8,912 
２ 減価償却費  1,745 3,363 
３ ゴルフ会員権評価損  210 63 
４ 投資有価証券評価損  325 79 
５ 貸倒引当金の増加額  170 112 
６ 退職給付引当金の増加・減少(△)額  2,018 △267 
７ 債務保証等損失引当金繰入額  ─ 1,680 
８ 受取利息及び受取配当金  △818 △289 
９ 支払利息  35 54 
10 有形固定資産除却損  47 84 
11 退職給付信託設定益  △5,809 ─ 
12 退職給付変更時差異償却額  8,756 ─ 
13 売上債権の増加額  △4,482 △1,583 
14 未成工事支出金等たな卸資産の減少額  2,063 5,628 
15 工事未払金・買掛金の増加額  801 173 
16 その他資産の増加額  △865 △234 
17 その他負債の減少額  △3,959 △3,416 
18 役員賞与の支払額  △133 △137 
19 その他  △205 △113 

小計  9,016 14,109 
20 利息及び配当金の受取額  751 287 
21 利息の支払額  △35 △54 
22 法人税等の支払額  △6,336 △2,761 
営業活動によるキャッシュ・フロー  3,397 11,581 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
１ 定期預金の預入による支出  ― △22 
２ 有価証券の取得による支出  △1 △0 
３ 有価証券の売却による収入  ― 1,022 
４ 投資有価証券の取得による支出  △1,127 △1,003 
５ 投資有価証券の売却による収入  128 324 
６ 有形固定資産の取得による支出  △1,386 △5,883 
７ 無形固定資産の取得による支出  △489 △485 
８ 有形固定資産の売却による収入  63 125 
９ 貸付による支出  △627 △353 
10 貸付金の回収による収入  606 464 
11 その他投資の増加額  △1,367 △87 
投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,201 △5,899 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
１ 短期借入金の純増額  308 182 
２ 長期借入金返済による支出  △15 △183 
３ 長期借入金による収入  ― 757 
４ 自己株式の取得による支出  △840 △1,883 
５ 配当金の支払額  △1,366 △1,624 
６ 少数株主への配当金の支払額  △10 △13 
財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,925 △2,765 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― ─ 
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △2,729 2,915 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  41,892 39,473 
Ⅶ 新規連結子会社増加に伴う現金及び 
  現金同等物増加額  310 646 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  39,473 43,035 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社数  14社 
  主要な連結子会社名は、「第１ 
企業の概況 ４ 関係会社の状況」
に記載しているため省略した。 

  コムシスネット㈱外５社について
は、重要性の観点から当連結会計年
度より連結の範囲に含めている。 

(1) 連結子会社数  14社 
  主要な連結子会社名は、「第１ 
企業の概況 ４ 関係会社の状況」
に記載しているため省略した。 

  コムシス通産㈱外１社について
は、重要性の観点から当連結会計年
度より連結の範囲に含めている。 

  なお、従来、連結子会社であった
大越電建㈱、東京電話施設㈱及びコ
ムシス関東北エンジニアリング㈱の
３社は、平成14年１月１日に大越電
建㈱を存続会社として合併し、同日
付けで社名をオーティエンジニアリ
ング㈱に変更している。 

 (2) 主要な非連結子会社名は、次のと
おりである。 

  コムシス通産㈱、日豊建設工業
㈱、コムシスビジネスサービス㈱ 

(連結の範囲から除いた理由) 
 非連結子会社は、いずれも小規模で
あり、合計の総資産、売上高、当期純
損益(持分に見合う額)及び剰余金(持
分に見合う額)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の
で、連結の範囲から除いている。 

(2) 主要な非連結子会社名は、次のと
おりである。 

  日豊建設工業㈱ 
(連結の範囲から除いた理由) 
 非連結子会社は、いずれも小規模で
あり、合計の総資産、売上高、当期純
損益(持分に見合う額)及び剰余金(持
分に見合う額)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の
で、連結の範囲から除いている。 

２ 持分法の適用に関する事
項 

(1) 持分法適用会社数 
  該当なし 

(1) 持分法適用会社数 
同 左 

 (2) 持分法非適用の非連結子会社(コ
ムシス通産㈱、日豊建設工業㈱、コ
ムシスビジネスサービス㈱外)及び
関連会社(中央資材㈱外)は、それぞ
れ連結純損益及び連結剰余金に及ぼ
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、持分法の
適用から除外している。 

(2) 持分法非適用の非連結子会社(日
豊建設工業㈱外)及び関連会社(中央
資材㈱外)は、それぞれ連結純損益
及び連結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、持分法の適用から除外
している。 

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項 

 連結子会社14社は、決算日が12月31
日であり、各社の事業年度に係る財務
諸表を使用しており、連結決算日との
間に生じた重要な取引は、連結上必要
な調整を行うこととしている。 

 連結子会社14社は、決算日が12月31
日であり、各社の事業年度に係る財務
諸表を使用しており、連結決算日との
間に生じた重要な取引は、連結上必要
な調整を行うこととしている。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

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 

(1) 有価証券 
 ①満期保有目的の債券 
  償却原価法(定額法) 

１ 重要な資産の評価基準及び評価方
法 

(1) 有価証券 
 ①満期保有目的の債券 

同 左 
  ②その他有価証券 

  イ 時価のあるもの 
    決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部資本
直入法により処理、売却原価
は移動平均法により算定) 

  ロ 時価のないもの 
    移動平均法による原価法 

 ②その他有価証券 
同 左 

 (2) たな卸資産の評価基準及び評価方
法 

  未成工事支出金等 
   主として個別法による原価法 

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方
法 

  未成工事支出金等 
同 左 

 ２ 重要な減価償却資産の減価償却の
方法 

(1) 有形固定資産 
  定率法 
  ただし、平成10年４月１日以降に
取得した建物(附属設備を除く)につ
いては定額法を採用している。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお
りである。 

  建 物  ７～50年 
  構築物  ２～45年 

２ 重要な減価償却資産の減価償却の
方法 

(1) 有形固定資産 
同 左 

   

 (2) 無形固定資産 
  定額法を採用している。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(５年)に
基づく定額法を採用している。 

(2) 無形固定資産 
同 左 

 ３ 重要な引当金の計上基準 
(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
している。 

３ 重要な引当金の計上基準 
(1) 貸倒引当金 

同 左 

 (2) 完成工事補償引当金 
  完成工事の瑕疵担保に備えるため
当連結会計年度末に至る一年間の完
成工事高に対する将来の見積補償額
に基づいて計上している。 

(2) 完成工事補償引当金 
同 左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

 (3) 退職給付引当金 
  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計上してい
る。 

  なお、会計基準変更時差異(8,756
百万円)を当連結会計年度におい
て、一括費用処理している。 

  過去勤務債務は発生時に一括処理
しており、また、数理計算上の差異
は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、翌連結会計
年度から費用処理することとしてい
る。 

(3) 退職給付引当金 
  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計上してい
る。 

  なお、過去勤務債務は発生時に一
括償却しており、数理計算上の差異
は発生時における従業員の平均残存
勤務期間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い
る。 

 (4) 役員退職慰労引当金 
  役員の退職慰労金支給に備えるた
め、会社内規に基づく期末要支給額
の全額を計上している。 

(4) 役員退職慰労引当金 
同 左 

 (5) 
──── 

(5) 債務保証等損失引当金 
  子会社に係る債務保証等損失に充
てるため、損失見込額を計上してい
る。 

 ４ 
──── 

４ 完成工事高の計上基準 
完成工事高の計上基準は、工事完

成基準によっている。 
 ５ 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算基準 
  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
いる。 

５ 重要な外貨建の資産又は負債の本
邦通貨への換算基準 

同 左 

 ６ 重要な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
会計処理によっている。 

６ 重要なリース取引の処理方法 
同 左 

 ７ その他財務諸表作成のための重要
な事項 

(1) 消費税等の会計処理について 
  消費税等の会計処理は税抜方式に
よっている。 

７ その他財務諸表作成のための重要
な事項 

(1) 消費税等の会計処理について 
同 左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

５ 連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項 

 全面時価評価法を採用している。 同 左 

６ 連結調整勘定の償却に関
する事項 

 全額発生した年度で償却している。 同 左 

７ 利益処分項目等の取り扱
いに関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計期間
において確定した利益処分に基づいて
作成している。 

同 左 

８ 連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範
囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金の範囲(現金及び現金同等物)
は、手許現金、随時引き出し可能な現
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い
る。 

同 左 

 

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12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

(会計処理基準に関する事項) 
 有価証券の評価方法については、従来、総平均法を採
用していたが、有価証券売却損益を適時的に把握するた
め、当連結会計年度より移動平均法に変更した。この結
果、従来の方法によった場合と比較して、税金等調整前
当期純利益が158百万円多く計上されている。    

 
──── 

 

表示方法の変更 
 

前連結会計年度 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

 その他たな卸資産(990百万円)については、前連結会
計年度までは流動資産に区分掲記していたが、金額が僅
少なため、当連結会計年度より未成工事支出金(21,138
百万円)に含めて流動資産の「未成工事支出金等」とし
て表示することに変更した。 

 
──── 
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追加情報 
 

前連結会計年度 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

(退職給付会計) 
 当連結会計年度から退職給付に係る会計基準(「退職
給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計
審議会 平成10年６月16日))を適用している。 
 この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職
給付費用が208百万円増加し、経常利益は184百万円少な
く計上されている。また、特別利益に退職給付信託設定
益5,809百万円及び特別損失に退職給付変更時差異償却
8,756百万円を計上したため、税金等調整前当期純利益
は3,131百万円少なく計上されている。 
 なお、退職給与引当金及び厚生年金基金制度の過去勤
務債務に係る未払金は退職給付引当金に含めて表示して
いる。 
 

 
──── 

(金融商品会計) 
 当連結会計年度から金融商品に係る会計基準(「金融
商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計
審議会 平成11年１月22日))を適用し、有価証券の評価
方法等について変更している。 
 この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常
利益は67百万円多く、税金等調整前当期純利益は404百
万円少なく計上されている。 
 また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討
し、満期保有目的の債券のうち１年内に満期の到来する
ものは流動資産の有価証券として、それら以外は投資有
価証券として表示している。その結果、流動資産の有価
証券は977百万円増加し、投資有価証券は同額減少して
いる。 
 

 
──── 

(外貨建取引等会計処理基準) 
 当連結会計年度から改訂後の外貨建取引等会計処理基
準(「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見
書」(企業会計審議会 平成11年10月22日))を適用して
いる。この変更による損益への影響はない。 

 
──── 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

前連結会計年度 
(平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成14年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の
とおりである。 
 投資有価証券(株式) 864百万円

 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の
とおりである。 
 投資有価証券(株式) 645百万円
 

 
 ２ 偶発債務 
   借入金等の保証で重要なものは、次のとおりであ

る。 
タイ通信エンジニアリング㈱ 1,093百万円
 (1,024百万円他)
 
コムシスフィリピン㈱ 954百万円

 (7,706千US＄)

コムシス通産㈱ 412百万円
 
  (注) US＄＝アメリカ・ドル 

 ２ 偶発債務 
   借入金等の保証で重要なものは、次のとおりであ

る。 
コムシスタイランド㈱ 1,590百万円
 (1,024百万円他)
 
コムシスフィリピン㈱ 1,031百万円

 ( 7,740千US＄)

 
 

(注)1.US＄＝アメリカ・ドル 
2.タイ通信エンジニアリング㈱は、平成13年 
8月1日付けでコムシスタイランド㈱に社名 
を変更している。 

  
※３ 担保に供している資産 
   短期借入金300百万円に対し、下記の固定資産を

担保に供している。 
建物 186百万円
土地 33 
計 219 

 

※３ 担保に供している資産 
   短期借入金1,133百万円に対し、下記の固定資産

を担保に供している。 
建物 363百万円
土地 33 
計 396 
 

 
※４ 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している。なお、当
連結会計年度の末日は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
度残高に含まれている。 
受取手形 193百万円 

 

※４ 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している。なお、当
連結会計年度の末日は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
度残高に含まれている。 
受取手形 216百万円 
支払手形 182百万円 

 
※５         ──── ※５ 土地の再評価 

連結財務諸表提出会社は、土地の再評価に関す
る法律(平成10年3月31日公布法律第34号・平成13
年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用の土
地の再評価を行い、「再評価差額金」を資本の部
に計上している。 
再評価の方法 ------------ 土地の再評価に関
する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119
号)第2条第4号に定める評価額に合理的な調整を
行って算定している。 
再評価を行った年月日 ----- 平成14年3月31日 
再評価前の帳簿価額 ---------- 22,994百万円 
再評価後の帳簿価額 ---------- 16,846百万円 
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(連結損益計算書関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、
次のとおりである。 
従業員給料手当 6,764百万円 
  

 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、
次のとおりである。 
従業員給料手当 7,927百万円 
  

 
※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 

建物 7百万円 
その他 39 
計 47 
  

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 
建物 6百万円 
その他 78 
計 84 
  

 
※３ 研究開発費の総額 

一般管理費 418百万円 
 

※３ 研究開発費の総額 
一般管理費 416百万円 
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(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12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 
現金預金勘定 23,705百万円 
取得日から３ヶ月以内に期限の到来
する短期投資(有価証券) 15,912 
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △145 
現金および現金同等物 39,473 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 
現金預金勘定 41,485百万円 
取得日から３ヶ月以内に期限の到来
する短期投資（有価証券） 1,812 
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △262 
現金および現金同等物 43,035 

 
 

(リース取引関係) 
 

前連結会計年度 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14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 

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（借主側） 

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相
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・構築物 12 6 5 

機械・ 
運搬具・ 
工具器具備品 

1,499 749 750 

計 1,511 755 756 
 

 
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) 

機械・ 
運搬具・ 
工具器具備品 

393 216 176 

計 393 216 176 

 

(注) 取得価額相当額は未経過リース料期末残高が有形
固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、
支払利子込み法により算定している。 

(注)          同 左 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 319百万円
１年超 436 
計 756 

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年内 62百万円
１年超 114 
計 176 

 
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が、有形固定資産の期末残高等に占め
る割合が低いため、支払利子込み法により算定し
ている。 

(注)          同 左 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 315百万円 
減価償却費相当額 315 

 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 66百万円 
減価償却費相当額 66 

 
 (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

定額法によっている。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
同 左 
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前連結会計年度 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14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（貸主側） 

  (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額及
び期末残高 

 

 取得価額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
(百万円) 

期末残高 
(百万円) 

建物・構築物 24 16 7 

機械・ 
運搬具・ 
工具器具備品 

1,123 619 504 

計 1,147 635 512 

 
  (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 248百万円
１年超 469 
計 717 

 
 (注) 未経過リース料期末残高及び見積残存価額の残高

の合計額が営業債権の期末残高等に占める割合が
低いため、受取利子込み法により算定している。 

 
 
 
 

 (3) 受取リース料及び減価償却費 
受取リース料 383百万円 
減価償却費 221 

 
 



― 47 ― 

 (有価証券関係) 

前連結会計年度 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成13年３月31日) 
 

種類 連結貸借対照表計上額 
(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) 

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの 国債 1,076 1,099 23 

 
２ その他有価証券で時価のあるもの(平成13年３月31日) 

 

種類 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) 

株式 568 971 403 

債券 850 886 36 

その他 109 111 1 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 1,528 1,970 441 

株式 575 492 △82 

債券 283 229 △53 

その他 1,496 1,288 △207 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 2,354 2,011 △342 

合計 3,882 3,981 99 

 
３ 前連結会計年度中に売却したその他有価証券(平成12年４月１日から平成13年３月31日まで) 

 

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円) 

128 4 0 

 
４ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成13年３月31日) 

 

種類 連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

非上場株式 1,394 

マネー・マネジメント・ファンド 14,362 

中期国債ファンド 1,371 

 
５ 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 

(平成13年３月31日) 

種類 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     

国債 977 99 ─ ─ 

社債 ─ 1,092 7 16 

その他 47 150 ─ ─ 

２ その他     

投資信託 ─ 147 ─ ─ 

合計 1,024 1,489 7 16 
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当連結会計年度 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成14年３月31日) 
 

種類 連結貸借対照表計上額 
(百万円) 時価(百万円) 差額(百万円) 

時価が連結貸借対照表 
計上額を超えるもの 国債 99 99 0 

 
２ その他有価証券で時価のあるもの(平成14年３月31日) 

 

種類 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) 

株式 294 513 219 

債券 736 756 20 

その他 102 103 0 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 1,133 1,374 240 

株式 833 556 △277 

債券 273 265 △7 

その他 1,388 1,207 △180 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 2,495 2,029 △465 

合計 3,628 3,403 △225 

（注） 当連結会計年度において、有価証券について14百万円（その他有価証券で時価のある株式14百万円）減損
処理を行なっている。 
 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処
理を行なっている。 

 
３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(平成13年４月１日から平成14年３月31日まで) 

 

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円) 

324 8 37 

 
４ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成14年３月31日) 

 

種類 連結貸借対照表計上額 
(百万円) 

非上場株式 2,029 

マネー・マネジメント・ファンド 519 

中期国債ファンド 1,021 

 
５ 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 

(平成14年３月31日) 

種類 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     

国債 ─ 100 ─ ─ 

社債 500 280 10 ─ 

その他 266 ─ ─ ─ 

合計 766 380 10 ─ 
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(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成12年４月１日 至 平成13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、該当事項はない。 

 

当連結会計年度(自 平成13年４月１日 至 平成14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、該当事項はない。 



― 50 ― 

(退職給付関係) 

１. 採用している退職給付制度の概要 
連結財務諸表提出会社は、確定給付型の制度として厚生年金基金制度を設けているとともに、退
職給付信託を設定している。一部の連結子会社は適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けてお
り、また、一部の連結子会社においては、中小企業退職金共済制度に加入している。 
なお、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合がある。 
 
 
 

２. 退職給付債務に関する事項 
 

 前連結会計年度 
（平成13年3月31日）(百万円) 

当連結会計年度 
（平成14年3月31日）(百万円) 

イ.退職給付債務 △ 47,763 △ 47,594 

ロ.年金資産 36,578 35,812 

ハ.未積立退職給付債務（イ+ロ） △ 11,184 △ 11,781 

ニ.会計基準変更時差異の未処理額 ─ ─ 

ホ.未認識数理計算上の差異 7,831 8,528 

ヘ.未認識過去勤務債務差異（債務の減額） ─ ─ 

ト.連結貸借対照表計上額純額（ハ+ニ+ホ+ヘ） △  3,353 △  3,252 

チ.前払年金費用 ─ ─ 

リ.退職給付引当金（ト-チ） △  3,353 △  3,252 
 

前連結会計年度 
（平成13年3月31日） 

 
 

当連結会計年度 
（平成14年3月31日） 

(注)1.厚生年金基金の代行部分を含めて記載してい
る。 

 (注)1.厚生年金基金の代行部分を含めて記載してい
る。 

2.連結子会社は、退職給付債務の算定にあた
り、簡便法を採用している。 

 2.連結子会社は、退職給付債務の算定にあた
り、簡便法を採用している。 

 
 
 
３. 退職給付費用に関する事項 

 

 

前連結会計年度 
（自 平成12年4月 1日 
  至 平成13年3月31日） 

(百万円) 

当連結会計年度 
（自 平成13年4月 1日 
  至 平成14年3月31日） 

(百万円) 
イ.勤務費用（注）1、4 2,670 2,593 

ロ.利息費用 1,261 1,351 

ハ.期待運用収益 △ 1,693 △   497 

ニ.会計基準変更時差異の費用処理額（注）2 8,756 ─ 

ホ.数理計算上の差異の費用処理額 ─ 522 

ヘ.過去勤務債務の費用処理額（注）3 △   218 △   595 

ト.その他（注）5 ― 22 

チ.退職給付費用（イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ+ト） △ 10,776 △  3,395 
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 前連結会計年度 
（平成13年3月31日） 

 
 

当連結会計年度 
（平成14年3月31日） 

(注)1.厚生年金基金に対する従業員拠出金を控除し
ている。 

 (注)1.厚生年金基金に対する従業員拠出金を控除し
ている。 

2.退職給付会計の導入初年度である当連結会計
年度上期に退職給付信託を設定したことによ
り、信託財産の拠出時の時価に相当する期首
退職給付債務を一括費用処理した額8,648百
万円を含んでいる。 

 2.       ―――― 

3.当連結会計年度下期に退職金の制度改定が行
われたことに伴うものである。 

 3.当連結会計年度下期に退職金の制度改定が行
われたことに伴うものである。 

4.簡便法を採用している連結子会社の退職給付
費用は、「イ.勤務費用」に計上している。 

 4.簡便法を採用している連結子会社の退職給付
費用は、「イ.勤務費用」に計上している。 

5.       ――――  5.確定拠出年金への掛金の支払額である。 

 
 
 
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12年4月 1日 
  至 平成13年3月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成13年4月 1日 
  至 平成14年3月31日） 

イ.退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同 左 

ロ.割引率 3.0% 同 左 

ハ.期待運用収益率 5.8% 1.7% 

ニ.過去勤務債務の額の処理年数 1年(発生した連結会計年度で
一括処理している) 

同 左 

ホ.数理計算上の差異の処理年数 15年(各連結会計年度の発生
時における従業員の平均残存
勤務期間による定額法によ
り、翌連結会計年度から費用
処理することとしている) 

15年(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
理することとしている) 

ヘ.会計基準変更時差異の処理年数 1年(発生した連結会計年度で
一括処理している) 

──── 
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 (税効果会計関係) 
 

前連結会計年度 
(平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成14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
の内訳 

 
繰延税金資産   
 賞与引当金 682 百万円 
 貸倒引当金 469  
 退職給付引当金 2,500  
 役員退職慰労引当金 215  
 未払事業税 71  
 関係会社株式評価損 386  
 その他 395  
 繰延税金資産小計 4,718  
 評価性引当額 △52  
 繰延税金資産合計 4,666  
   
繰延税金負債   
 固定資産圧縮積立金 △91  
 その他有価証券評価差額金 △21  
 繰延税金負債合計 △112  
   
繰延税金資産の純額 4,554  
   

 
 
 
２ 

──── 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
３ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 

連結財務諸表提出会社の法定実効税率 42.0％ 
(調整)  
永久に損金に算入されない項目 4.0％ 
永久に益金に算入されない項目 △0.5％ 
住民税均等割等 0.5％ 
その他 1.2％ 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.2％ 

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

 
繰延税金資産   
 賞与引当金 877 百万円 
 貸倒引当金 506  
 退職給付引当金 2,329  
 役員退職慰労引当金 212  
 未払事業税 294  
 債務保証等損失引当金 705  
 関係会社株式評価損 467  
 その他 902  
 繰延税金資産小計 6,295  
 評価性引当額 △ 99  
 繰延税金資産合計 6,195  
   
繰延税金負債   
 固定資産圧縮積立金 △90  
 その他有価証券評価差額金 △3  
 繰延税金負債合計 △93  
   
繰延税金資産の純額 6,101  

 
 
 
２ 再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳 
 
繰延税金資産   
 再評価に係る繰延税金資産 5,066 百万円 
 評価性引当額 △5,066  
 再評価に係る繰延税金資産の合計 ─  
   
繰延税金負債   
 再評価に係る繰延税金負債 2,484  
 再評価に係る繰延税金負債の合計 2,484  
   
再評価に係る繰延税金負債の純額 2,484  
   

 
 
３ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 
 

連結財務諸表提出会社の法定実効税率 42.0％ 
(調整)  
永久に損金に算入されない項目 3.6％ 
永久に益金に算入されない項目 △0.4％ 
住民税均等割等 1.4％ 
その他 0.8％ 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.4％ 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 
 

前連結会計年度 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

 
電気設備 
工事事業 
(百万円) 

その他の事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

  売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 205,514 16,705 222,220 ― 222,220 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ― ― ― ― ― 

計 205,514 16,705 222,220 ― 222,220 

  営業費用 195,049 15,542 210,592 ― 210,592 

  営業利益 10,465 1,163 11,628 ― 11,628 

Ⅱ 資産・減価償却費 
  及び資本的支出      

  資産 175,594 12,655 188,250 ― 188,250 

  減価償却費 1,648 97 1,745 ― 1,745 

  資本的支出 1,853 155 2,009 ― 2,009 

 
 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

 
電気設備 
工事事業 
(百万円) 

その他の事業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

  売上高      

 (1) 外部顧客に対する売上高 211,489 19,861 231,350 ─ 231,350 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 ─ 7,258 7,258 7,258 ─ 

計 211,489 27,119 238,608 7,258 231,350 

  営業費用 201,795 26,246 228,042 7,191 220,851 

  営業利益 9,693 873 10,566 67 10,499 

Ⅱ 資産・減価償却費 
  及び資本的支出      

  資産 177,083 13,493 190,576 ─ 190,576 

  減価償却費 2,775 587 3,363 ─ 3,363 

  資本的支出 5,815 574 6,390 ─ 6,390 
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(注１)事業区分の方法及び区分に属する主要な資産 
１． 事業区分の方法………連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分している。 
２． 各事業区分に属する主要な内容 
(1) 電気設備工事事業………電気通信工事、電気工事並びにこれらに関連する設備工事事業 
(2) その他の事業……………各種ソフトウェア開発等情報処理関連事業、OA機器販売事業その他 

(注２)減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額及び増加額が含まれている。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、在外連結子会社及び重要な在外支店がないた

め、該当事項はない。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度及び当連結会計年度については、海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、

その記載を省略している。 
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【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成12年４月１日 至 平成13年３月31日) 

該当事項なし。 

 

当連結会計年度(自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日) 

該当事項なし。 

 

(１株当たり情報) 
 

前連結会計年度 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

１株当たり純資産額 869.84円 
 

１株当たり純資産額 835.04円 
 

１株当たり当期純利益 33.11円 
 

１株当たり当期純利益 30.39円 
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 31.70円 
 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 29.10円 
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⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 
 

会社名 銘柄 発行年月日 前期末残高 (百万円) 
当期末残高 
(百万円) 

利率 
(％) 担保 償還期限 摘要 

日本コムシス 
株式会社 

第２回無担保 
転換社債 

平成８年 
６月24日 9,312 9,312 

(9,312) 0.3 ― 平成15年 
３月31日 

社債償還資 
金及び設備 
資金※ 

合計 ― ― 9,312 9,312 
(9,312) ― ― ― ─ 

 
(注)１. 当期末残高欄の( )内は、一年内償還予定の金額である。 
２. 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。 

 
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) 

9,312 ― ― ― ― 

 
３. 転換社債の内容等については次のとおりである。 
※ 第２回無担保転換社債 
① 転換の条件           転換価格1,435円00銭につき普通株式１株の割合をもって

転換する。 
② 転換による発行する株式の内容  普通株式 
③ 転換請求期間          平成８年８月１日から平成15年３月28日まで 
④ その他             転換価格下方修正条項および国内転換社債間限定同順位特

約付 

 

【借入金等明細表】 
 

区分 前期末残高 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

平均利率 
(％) 返済期限 

短期借入金 1,011 3,314 0.9 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 45 142 1.1 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 8 838 1.3 平成15年６月 

～平成18年12月 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 1,065 4,295 ― ― 

(注) １. 平均利率は期末残高から算出している。 
２. 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定
額は次のとおりである。 

 

 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) 

長期借入金 389 242 143 63 

 

(2) 【その他】 

該当事項なし。 
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２ 【財務諸表等】 
(1) 【財務諸表】 
① 【貸借対照表】 

 

  第51期 
(平成13年３月31日) 

第52期 
(平成14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 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金預金   18,039   34,079  

２ 受取手形 ※７  2,812   2,974  

３ 完成工事未収入金 ※１  61,630   53,578  

４ 有価証券 ※２  14,729   879  

５ 未成工事支出金   17,995   11,640  

６ 材料貯蔵品   100   72  

７ 繰延税金資産   679   1,433  

８ 関係会社短期貸付金   ―   1,625  

９ 未収入金   1,195   1,422  

10 その他   1,636   1,003  

11 貸倒引当金   △122   △110  

流動資産合計   118,696 68.2  108,598 68.2 

Ⅱ 固定資産        

(1) 有形固定資産        

１ 建物 ※３ 14,036   17,958   

減価償却累計額  4,776 9,260  5,533 12,425  

２ 構築物  1,034   1,157   

減価償却累計額  620 414  690 466  

３ 機械装置  639   820   

減価償却累計額  458 181  453 366  

４ 車両運搬具  705   272   

減価償却累計額  638 66  249 23  

５ 工具器具・備品  4,624   4,971   

減価償却累計額  3,764 859  3,484 1,486  

６ 土地 ※８  22,159   16,846  

７ 建設仮勘定   2,649   ―  

有形固定資産計   35,591 20.4  31,614 19.8 

(2) 無形固定資産        

１ ソフトウェア   1,117   1,096  

２ その他   64   64  

無形固定資産計   1,182 0.7  1,160 0.7 
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  第51期 

(平成13年３月31日) 
第52期 

(平成14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 
(％) 

(3) 投資等        

１ 投資有価証券   4,077   3,617  

２ 自己株式   780   ―  

３ 関係会社株式   1,682   1,876  

４ 出資金   ―   1,602  

５ 長期貸付金   362   340  

６ 従業員長期貸付金   3,071   3,048  

７ 関係会社長期貸付金   716   234  

８ 長期前払費用   144   89  

９ 繰延税金資産   3,164   4,184  

10 長期保証金   1,354   1,110  

11 長期未収入金   1,445   1,692  

12 その他   2,946   1,462  

13 貸倒引当金   △1,098   △1,288  

投資等計   18,648 10.7  17,971 11.3 

固定資産合計   55,421 31.8  50,745 31.8 

資産合計   174,117 100.0  159,344 100.0 
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  第51期 

(平成13年３月31日) 
第52期 

(平成14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 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 工事未払金 ※１  39,232   30,077  
２ １年以内償還予定の転換 
社債   ―   9,312  

３ 未払金   2,669   2,521  

４ 未払費用   995   1,144  

５ 未払法人税等   576   2,985  

６ 未成工事受入金   5,406   2,862  

７ 預り金   832   710  

８ 完成工事補償引当金   120   122  

流動負債合計   49,832 28.6  49,736 31.2 

Ⅱ 固定負債        

１ 転換社債   9,312   ―  

２ 退職給付引当金   2,193   2,396  

３ 役員退職慰労引当金   251   163  

４ 債務保証等損失引当金   ―   1,680  
５ 再評価に係る繰延税金 

負債   ―   2,484  

固定負債合計   11,756 6.8  6,724 4.2 

負債合計   61,589 35.4  56,461 35.4 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金 ※５  31,140 17.8  31,140 19.5 

Ⅱ 資本準備金   30,735 17.7  30,735 19.3 

Ⅲ 利益準備金   1,982 1.1  2,092 1.3 

Ⅳ 再評価差額金 ※８  ―   △8,632 △5.4 

Ⅴ その他の剰余金 ※６       

(1) 任意積立金        

１ 海外投資等損失積立金  1,000   1,000   

２ 固定資産圧縮積立金  78   78   

３ 自己株式消却積立金  1   0   

４ 別途積立金  42,154 43,234  44,954 46,032  

(2) 当期未処分利益   5,482   2,665  

その他の剰余金合計   48,716 28.0  48,697 30.6 

Ⅵ その他有価証券評価差額金   △46 △0.0  △186 △0.1 

Ⅶ 自己株式   ―   △964 △0.6 

資本合計   112,528 64.6  102,883 64.6 

負債資本合計   174,117 100.0  159,344 100.0 
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② 【損益計算書】 
 

  
第51期 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比 

(％) 金額(百万円) 百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高        

１ 完成工事高  199,454   204,683   

２ 情報事業売上高  16,131 215,586 100.0 14,522 219,206 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１       

１ 完成工事原価  176,949   182,436   

２ 情報事業売上原価  14,833 191,782 89.0 13,726 196,163 89.5 

売上総利益        

１ 完成工事総利益  22,505   22,246   

２ 情報事業総利益  1,298 23,803 11.0 796 23,043 10.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３       

１ 役員報酬  270   222   

２ 従業員給料手当  5,960   6,636   

３ 退職金  380   441   
４ 役員退職慰労引当金 

繰入額  118   120   

５ 法定福利費  702   743   

６ 福利厚生費  378   415   

７ 修繕維持費  262   287   

８ 事務用品費  624   933   

９ 通信交通費  741   769   

10 動力用水光熱費  105   115   

11 広告宣伝費  348   307   

12 貸倒引当金繰入額  36   148   

13 交際費  375   286   

14 地代家賃  849   868   

15 減価償却費  489   671   

16 租税公課  315   291   

17 寄付金  12   9   

18 雑費  1,429 13,401 6.2 1,248 14,517 6.6 

営業利益   10,402 4.8  8,525 3.9 

Ⅳ 営業外収益        

１ 受取利息  558   148   

２ 有価証券利息  122   45   

３ 受取配当金  104   91   

４ 為替差益  ―   153   

５ その他営業外収益  472 1,257 0.6 452 890 0.4 
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第51期 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比 

(％) 金額(百万円) 百分比 
(％) 

Ⅴ 営業外費用        

１ 支払利息  0   0   

２ その他営業外費用  56 56 0.0 76 76 0.0 

経常利益   11,603 5.4  9,339 4.3 

Ⅵ 特別利益        

１ 過年度工事収益  55   58   

２ 退職給付信託設定益  5,809   ―   

３ 固定資産売却益  ―   15   

４ その他特別利益  5 5,871 2.7 18 92 0.0 

Ⅶ 特別損失        

１ 過年度工事費用  101   167   

２ 投資有価証券評価損  297   79   

３ 固定資産除却損 ※２ 41   76   

４ ゴルフ会員権評価損  153   63   
５ 債務保証等損失引当金 
繰入額  ―   1,680   

６ 退職給付変更時差異償却  8,658   ―   

７ その他特別損失  242 9,494 4.4 847 2,913 1.3 

税引前当期純利益   7,979 3.7  6,519 3.0 

法人税、住民税 
及び事業税  3,611   4,732   

法人税等調整額  85 3,696 1.7 △1,673 3,058 1.4 

当期純利益   4,282 2.0  3,460 1.6 

前期繰越利益   1,949   882  

自己株式消却積立金 
取崩額   683   684  

自己株式消却額   683   1,684  

中間配当額   682   679  

利益準備金積立額   68   ―  

当期未処分利益   5,482   2,665  
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(イ)完成工事原価報告書 
 

  
第51期 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14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 
(％) 

材料費  19,373 10.9 22,027 12.1 

労務費  3,376 1.9 3,449 1.9 

(うち労務外注費)  (―) (―) (―) (―) 

外注費  123,113 69.6 122,985 67.4 

経費  31,086 17.6 33,973 18.6 

(うち人件費)  (21,210) (12.0) (23,793) (13.0) 

計  176,949 100.0 182,436 100.0 

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算によっている。 

 

(ロ)情報事業売上原価明細書 
 

  
第51期 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 

情報関連工事等  14,833 13,726 

計  14,833 13,726 

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算によっている。 
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③ 【利益処分計算書】 
 

  
第51期 

(平成13年６月28日) 
株主総会決議 

第52期 
(平成14年６月27日) 
株主総会決議 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益   5,482  2,665 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

自己株式消却積立金取崩額  1 1 0 0 

合計   5,484  2,665 

Ⅲ 利益処分額      

１ 利益準備金  110  ─  

２ 株主配当金  955  673  

  (１株につき 
７円00銭)  (１株につき 5円00銭)  

３ 取締役賞与金  51  ─  

４ 任意積立金      

(1) 自己株式消却積立金  685  674  

(2) 別途積立金  2,800 4,601 500 1,847 

Ⅳ 次期繰越利益   882  817 

(注) 第51期は平成12年12月８日に682百万円(１株につき５円)の中間配当を実施している。 
第52期は平成13年12月10日に679百万円(１株につき５円)の中間配当を実施している。 
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重要な会計方針 
 

 
第51期 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14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) 
(2) 子会社株式及び関連会社株式 
   移動平均法による原価法 
(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(評価差額は全部資本直入法
により処理し、売却原価は移動平
均法により算定) 

 ②時価のないもの 
   移動平均法による原価法 

(1) 満期保有目的の債券 
同 左 

(2) 子会社株式及び関連会社株式 
同 左 

(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 
同 左 

２ たな卸資産の評価基準及
び評価方法 

未成工事支出金 個別法による原価法 
材料貯蔵品   移動平均法による原

価法 

同 左 
同 左 

３ 固定資産の減価償却の方
法 

(1) 有形固定資産 
  定率法 
  ただし、平成10年４月１日以降取
得した建物(附属設備を除く)につい
ては定額法を採用している。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお
りである。 

  建  物 ７年 ～ 50年 
  構築物 ２年 ～ 45年 

(1) 有形固定資産 
同 左 

 

 (2) 無形固定資産 
  定額法を採用している。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(５年)に
基づく定額法を採用している。 

(2) 無形固定資産 
同 左 

４ 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
上している。 

(1) 貸倒引当金 
同 左 

 (2) 完成工事補償引当金 
  完成工事の瑕疵担保に備えるた
め、当期の完成工事高に対する将来
の見積補償額に基づいて計上してい
る。 

(2) 完成工事補償引当金 
同 左 
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第51期 

(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

 (3) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるため、
当期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、当期末に
おいて発生していると認められる額
を計上している。 

  なお、会計基準変更時差異(8,658
百万円)を当事業年度において、一
括費用処理している。 

  過去勤務債務は発生時に一括処理
しており、また、数理計算上の差異
は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、翌事業年度
から費用処理することとしている。 

(3) 退職給付引当金 
  従業員の退職給付に備えるため、
当期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、当期末に
おいて発生していると認められる額
を計上している。 
 なお、過去勤務債務は発生時に一
括処理しており、数理計算上の差異
は発生時における従業員の平均残存
勤務期間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いる。 

 (4) 役員退職慰労引当金 
  役員の退職慰労金支給に備えるた
め、会社内規に基づく期末要支給額
の全額を計上している。 

(4) 役員退職慰労引当金 
同 左 

 (5)         ──── (5) 債務保証等損失引当金 
 子会社に係る債務保証等損失に充
てるため、損失見込額を計上してい
る。 

５ 完成工事高の計上基準  完成工事高の計上基準は、工事完成
基準によっている。 

同 左 

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
によっている。 

同 左 

７ その他財務諸表作成のた
めの重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理について 
  消費税等の会計処理は税抜方式に
よっている。 

(1) 消費税等の会計処理について 
同 左 
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会計処理の変更 
 

第51期 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

 有価証券の評価方法については、従来、総平均法を採
用していたが、有価証券売却損益を適時的に把握するた
め、当事業年度より移動平均法に変更した。この結果、
従来の方法によった場合と比較して、税引前当期純利益
が158百万円多く計上されている。 

 
──── 

 

表示方法の変更 
 

第51期 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

 
          ──── 
 
 

 「出資金」については、前期において投資等の「そ
の他」に含めて表示していたが、資産総額の100分の1
を超えることとなったため、当期から区分掲記するこ
ととした。なお前期の「出資金」は1,698百万円であ
る。 
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  追加情報 
 

第51期 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

(退職給付会計) 
 当期から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る
会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成
10年６月16日))を適用している。この結果、従来の方
法によった場合と比較して、退職給付費用が191百万円
増加し、経常利益は168百万円少なく計上されている。 
 また、特別利益に退職給付信託設定益5,809百万円及
び特別損失に退職給付変更時差異償却8,658百万円を計
上したため、税引前当期純利益は3,017百万円少なく計
上されている。 
 なお、厚生年金基金制度の過去勤務債務に係る未払
金は、退職給付引当金に含めて表示している。 
 

 
──── 

(金融商品会計) 
 当期から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る
会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成
11年１月22日))を適用し、有価証券の評価方法等につ
いて変更している。この結果、従来の方法によった場
合と比較して、経常利益は67百万円多く、税引前当期
純利益は318百万円少なく計上されている。 
 また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検
討し、満期保有目的の債券のうち１年以内に満期の到
来するものは流動資産の有価証券として、それら以外
は投資有価証券として表示している。その結果、流動
資産の有価証券は977百万円増加し、投資有価証券は同
額減少している。 
 

 
──── 

(外貨建取引等会計処理基準) 
 当期から改訂後の外貨建取引等会計処理基準(「外貨
建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(企業会
計審議会 平成11年10月22日))を適用している。この
変更に伴う損益の影響はない。 

 
──── 

 
――─── 

(自己株式) 
 財務諸表等規則の改正に伴い、前事業年度において流
動資産の「有価証券」及び固定資産の「自己株式」に表
示していた「自己株式」(当事業年度は、それぞれ11百
万円、952百万円)は、当事業年度から資本の部の末尾に
控除形式により表示している。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

第51期 
(平成13年３月31日) 

第52期 
(平成14年３月31日) 

※１ このうち関係会社に対するものは次のとおりであ
る。 
完成工事未収入金 2,297百万円 
工事未払金 14,118 

 

※１ このうち関係会社に対するものは次のとおりであ
る。 
完成工事未収入金 2,006百万円 
工事未払金 10,549 

 
※２ 有価証券に含まれる自己株式 0百万円 
※３       ――――― 

※２       ―――――  
※３ 東五反田第一種市街地再開発事業に係る建物につ 

いて圧縮記帳377百万円を行なっている。 
 ４ 偶発債務   
 

 ４ 偶発債務  
 

借入金等の保証で重要なものは、次のとおりで
ある。 
タイ通信エンジニアリング㈱ 1,093百万円 
 (1,024百万円他) 
コムシスフィリピン㈱ 954百万円 
 (7,706千US＄) 
コムシス通産㈱ 412百万円 

   (注) US$＝アメリカ・ドル 

借入金等の保証で重要なものは、次のとおりで
ある。 
コムシスタイランド㈱ 1,590百万円 
 (1,024百万円他) 
コムシスフィリピン㈱ 1,031百万円 
 (7,740千US＄) 
(注)1.US＄＝アメリカ・ドル 
2.タイ通信エンジニアリング㈱は、平成13年
8月1日付けでコムシスタイランド㈱に社名
を変更している。 

※５ 会社が発行する株式の総数 249,341千株 
   (注)利益による自己株式の消却を行ったことによ

り、当期中に324千株減少している。 
   発行済株式の総数 136,842千株 
 

※５ 会社が発行する株式の総数 247,763千株 
   (注)利益による自己株式の消却を行ったことによ

り、当期中に1,578千株減少している。 
   発行済株式の総数 135,264千株 
 

※６ 貸借対照表上に計上されているその他の剰余金の
うち、ストックオプション制度に基づく自己株式
780百万円については、商法第290条第１項の規定
により配当に充当することが制限されるものであ
る。 

※６       ――――― 

※７ 期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している。なお、当期の末日
は金融機関の休日であったため、次の期末日満期
手形が期末残高に含まれている。 

    受取手形 193百万円 
 
※８       ――――― 

※７ 期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している。なお、当期の末日
は金融機関の休日であったため、次の期末日満期
手形が期末残高に含まれている。 

    受取手形 117百万円 
 
※８ 土地の再評価 

土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公
布法律第34号・平成13年3月31日公布法律第19号)
に基づき、事業用の土地の再評価を行い、「再評
価差額金」を資本の部に計上している。 
再評価の方法 ------------ 土地の再評価に関
する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119
号)第2条第4号に定める評価額に合理的な調整を
行って算定している。 
再評価を行った年月日 ------ 平成14年3月31日 
再評価前の帳簿価額 ----------- 22,994百万円 
再評価後の帳簿価額 ----------- 16,846百万円 
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    (損益計算書関係) 
 

第51期 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

※１ 売上原価には、関係会社からの仕入高(外注
費)74,219百万円が含まれている。 

※１ 売上原価には、関係会社からの仕入高(外注
費)81,491百万円が含まれている。 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。 
工具器具・備品 29百万円 
その他 12 
計 41 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりである。 
工具器具・備品 63百万円 
その他 13 
計 76 

 
※３ 研究開発費の総額 

一般管理費 418百万円 
 

※３ 研究開発費の総額 
一般管理費 416百万円 

  
(リース取引関係) 
 

第51期 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14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 

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 7 3 4 

機械装置 131 87 43 

車両運搬具 174 69 105 

工具器具・備品 851 379 471 

計 1,165 540 624 
 

 
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 18 5 13 

機械装置 139 104 34 

車両運搬具 295 82 212 

工具器具・備品 1,237 464 773 

計 1,691 657 1,033 
 

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有
形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、
支払利子込み法により算定している。 

(注)          同 左 
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 266百万円
１年超 358 
計 624 

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 434百万円
１年超 599 
計 1,033 

 
(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割
合が低いため、支払利子込み法により算定してい
る。 

(注)          同 左 
 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 254百万円 
減価償却費相当額 254 

 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 389百万円 
減価償却費相当額 389 

 
 (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

定額法によっている。 

 (4) 減価償却費相当額の算定方法 
同 左 
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(有価証券関係) 

前会計期間(自 平成12年４月１日 至 平成13年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 
 

種類 貸借対照表計上額 
(百万円) 時価(百万円) 評価差額(百万円) 

関連会社株式 123 123 ― 

 

当会計期間(自 平成13年４月１日 至 平成14年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 
 

種類 貸借対照表計上額 
(百万円) 時価(百万円) 評価差額(百万円) 

関連会社株式 123 123 ― 
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(税効果会計関係) 
 

第51期 
（平成13年３月31日） 

第52期 
（平成14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
の内訳 

 
繰延税金資産   
 賞与引当金 504 百万円 
 貸倒引当金 461  
退職給付引当金 2,112  

 役員退職慰労引当金 105  
 未払事業税 58  
関係会社株式評価損 386  

 その他 269  
 繰延税金資産合計 3,900  
   
   
繰延税金負債   
 固定資産圧縮積立金 △56  
 繰延税金負債合計 △56  
   
繰延税金資産の純額 3,843  

  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

 
繰延税金資産   
 賞与引当金 851 百万円 
 貸倒引当金 501  
退職給付引当金 2,198  

 役員退職慰労引当金 68  
 未払事業税 255  
関係会社株式評価損 467  

 債務保証等損失引当金 705  
 その他 625  
 繰延税金資産合計 5,675  
   
繰延税金負債   
 固定資産圧縮積立金 △56  
 繰延税金負債合計 △56  
   
繰延税金資産の純額 5,618  

  
２        ――――― ２ 再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳 

 
繰延税金資産   
再評価に係る繰延税金資産 5,066 百万円 
評価性引当額 △5,066  
再評価に係る繰延税金資産の合計 ─  
   
繰延税金負債   
再評価に係る繰延税金負債 2,484  
再評価に係る繰延税金負債の合計 2,484  
 
再評価に係る繰延税金負債の純額 

 
2,484  

    ３ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
法定実効税率 42.0％
(調整) 
永久に損金に算入されない項目 3.8％
永久に益金に算入されない項目 △0.5％
住民税均等割等 1.2％
その他 △0.2％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.3％

  

３ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 
法定実効税率 42.0％
(調整) 
永久に損金に算入されない項目 3.9％
永久に益金に算入されない項目 △0.5％
住民税均等割等 1.7％
その他 △0.2％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.9％
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(１株当たり情報) 
 

第51期 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

第52期 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

１株当たり純資産額          822.32円 １株当たり純資産額         763.53円 

１株当たり当期純利益          31.27円 １株当たり当期純利益                 25.48円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益          29.98円 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益                24.41円 
 
なお、１株当たり情報の計算については、当期より 
自己株式を控除して算出している。 

  

   (重要な後発事象)  
 該当事項なし。 

 



― 73 ― 

④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 
【株式】 

 

銘柄 
  

株式数(株) 貸借対照表計上額 
(百万円) 

投資有価証券 その他有価証券 ㈱ＯＣＣ 690,000 592 
  ㈱イー・エス・アイ 2,000 500 
  ㈱三和エレック 1,208,435 212 
  ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 500 176 
  ㈱つうけん 473,456 113 
  東京電力㈱ 45,000 111 
  ㈱アッカネットワークス 513 100 
  ㈱ユーズコミュニケーションズ 400 100 
  ジェスコ㈱ 20,000 90 
  日本電信電話㈱ 163 82 
  その他（６０銘柄） 1,720,854 763 
  小計 4,161,321 2,841 

合計   4,161,321 2,841 
 
 

【債券】 
 

銘柄 
  券面総額 

(百万円) 
貸借対照表計上額 

(百万円) 
有価証券 その他有価証券 ＳＶエンジェル ９６社債 2,000,000US$ 210 

  ㈱エヌ・ティ・ティ・データ通信 
第6回社債 500 508 

  小計 766 718 
投資有価証券 満期保有目的 割引国庫債券(3年)第3回 100 99 

 の債券    
  小計 100 99 

合計   866 818 
 

【その他】 
 

種類及び銘柄 
  

投資口数等(口) 貸借対照表計上額 (百万円) 
有価証券 その他有価証券 ＭＭＦ 49,743,970 49 
 (公社債投資信託) ＦＦＦ 8,705,624 8 
  小計 58,449,594 58 
 その他有価証券 セクター・セレクト トレンドセクタＰＦ 20,000 102 
 (投資信託) 小計 20,000 102 
投資有価証券 その他有価証券 証券投資信託受益証券5銘柄 ─ 676 

 (投資信託)    
  小計 ─ 676 

合計     ─ 837 
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 【有形固定資産等明細表】 
 

資産の種類 前期末残高 
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額 
(百万円) 

期末残高 
(百万円) 

減価償却 
累計額又は 
償却累計額 
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引期末 
残高 
(百万円) 

有形固定資産        

 建物 14,036 3,926 4 17,958 5,533 758 12,425 

 構築物 1,034 124 2 1,157 690 72 466 

 機械装置 639 235 54 820 453 47 366 

 車両運搬具 705 11 444 272 249 5 23 

 工具器具・備品 4,624 1,045 697 4,971 3,484 354 1,486 

 
 土地 
 

 
22,159 

 

 
835 
 

 
6,148 
（6,148）

 
16,846 

 

 
― 
 

 
― 
 

 
16,846 

 

 建設仮勘定 2,649 ― 2,649 ― ― ― ― 

有形固定資産計 45,849 6,178 
 

10,000 
（6,148）

42,026 10,412 1,238 31,614 

無形固定資産        

 ソフトウェア ― ― ― 2,071 974 354 1,096 

 その他 
 無形固定資産 ― ― ― 68 4 0 64 

無形固定資産計 ― ― ― 2,139 979 355 1,160 

長期前払費用 328 29 ― 357 267 84 89 

(注) １ 当期増減額のうち主なものは、次のとおりである。 
増加 建物 東五反田再開発ビル        2,779百万円 

足立テクノステーションビル    1,001百万円  

減少 土地 事業用土地の再評価による純減額  6,148百万円  
なお、( )は土地の再評価に関する法律に基づき、事業用土地の再評価を行なったことによる再掲であ
る。 

２ 無形固定資産の金額は総資産の1％以下であるため「前期末残高」「当期増加額」及び「当期減少額」
の記載を省略した。 
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  【資本金等明細表】 
 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(百万円) 31,140 ― ― 31,140 

普通株式 
(注)１、２ (株) (136,842,252) (     ―) ( 1,578,000) (135,264,252) 

普通株式  (百万円) 31,140 ― ― 31,140 

計 (株) (136,842,252) (     ―) ( 1,578,000) (135,264,252) 

資本金のうち 
既発行株式 

計 (百万円) 31,140 ― ― 31,140 

資本準備金      

株式払込剰余金 (百万円) 30,735 ― ― 30,735 
資本準備金及び 
その他の 
資本剰余金 

計 (百万円) 30,735 ― ― 30,735 

利益準備金 (注)３  1,982 110 ― 2,092 

任意積立金      

 海外投資等 
 損失積立金 (百万円) 1,000 ― ― 1,000 

 固定資産圧縮 
 積立金 (百万円) 78 ― ― 78 

 自己株式消却 
 積立金(注)３、４ (百万円) 1 685 686 0 

 別途積立金(注)３ (百万円) 42,154 2,800 ― 44,954 

利益準備金及び 
任意積立金 

計 (百万円) 45,217 3,595 686 48,125 

(注) １ 当期末における自己株式数は、517,086株である。 
   ２ 当期の株式の減少は、自己株式の消却によるものである。 

３ 当期の増加額は、前期決算の利益処分によるものである。 
４ 当期の減少額は、目的取崩によるものである。 

 

  【引当金明細表】 
 

区分 前期末残高 
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額 
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額 
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金    1,221 1,399 ― 1,221 1,399 

完成工事補償引当金 120 122 ― 120 122 

役員退職慰労引当金 251 45 132 ― 163 

債務保証等損失引当金 ― 1,680 ― ― 1,680 

(注) 貸倒引当金及び完成工事補償引当金の当期減少額その他欄は、洗替えによる取崩額である。 
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(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

(イ)現金預金 
 

種別 金額(百万円) 

現金 4 

預金  

普通預金 26,356 

当座預金 33 

通知預金 40 

定期預金 7,642 

別段預金 2 

小計 34,074 

合計 34,079 

 

(ロ)受取手形 

(a) 相手先別内訳 
 

相手先 金額(百万円) 

山田建設㈱ 1,049 

㈱フジタ 366 

㈱鴻池組 81 

㈱リクルート 72 

㈱三和エレック 71 

その他 1,332 

計 2,974 
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(b) 受取手形決済月別内訳 
 

期日 金額(百万円) 

平成14年４月 647 

平成14年５月 1,005 

平成14年６月 851 

平成14年７月 440 

平成14年８月 23 

その他 5 

計 2,974 

 

(ハ)完成工事未収入金 
(a) 相手先別内訳 

 

相手先 金額(百万円) 

東日本電信電話㈱ 9,192 

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ 8,374 

西日本電信電話㈱ 5,881 

国土交通省 1,563 

日本電気㈱ 1,440 

その他 27,125 

計 53,578 

 

(b) 滞留状況 
 

平成14年３月期計上額 52,490百万円 

平成13年３月期以前計上額 1,088 

計 53,578 

 

 (ニ) 未成工事支出金 
 

期首残高 
(百万円) 

当期支出額 
(百万円) 

売上原価への 
振替額のうち 
完成工事原価 
(百万円) 

売上原価への 
振替額のうち 
情報事業売上原価 
(百万円) 

期末残高 
(百万円) 

17,995 189,808 182,436 13,726 11,640 

期末残高の内訳は、次のとおりである。 
 

材料費 1,929百万円 

労務費 231 

外注費 6,517 

経費 2,962 

計 11,640 
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② 負債の部 

(イ)工事未払金 
 

相手先 金額(百万円) 

東京通建㈱ 2,915 

日東通建㈱ 1,493 

コムシスフィリピン㈱ 1,205 

コムシステック㈱ 747 

國際電設㈱ 510 

その他 23,203 

計 30,077 

 

(ロ)転換社債 
 

銘柄 発行額(百万円) 期末残高(百万円) 

第２回無担保転換社債 10,000 9,312 

 

(ハ)未払金 
 

相手先 金額(百万円) 

コムシス通産㈱ 383 

中央資材㈱ 243 

アイレック技建㈱ 81 

コムシスビジネスサービス㈱ 67 

近畿通信産業㈱ 63 

その他 1,681 

計 2,521 

 

(ニ)未成工事受入金 
 

期首残高 
(百万円) 

当期受入高 
(百万円) 

完成工事高への振替 
(百万円) 

期末残高 
(百万円) 

5,406 166,879 169,422 2,862 

(注) 損益計算書の完成工事高204,683百万円及び情報事業売上高14,522百万円の合計額219,206百万円と上記完
成工事高への振替額169,422百万円との差額49,784百万円に、消費税等を加算すると完成工事未収入金の当
期計上額になる。 

 

 (3) 【その他】 

該当事項なし。 
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

株主名簿閉鎖の期間 閉鎖しない 

基準日 ３月31日 

株券の種類 100,000株券、10,000株券、1,000株券、500株券、100株券、50株券、10株券、 
５株券、１株券、100株未満表示株券 

中間配当基準日 ９月30日 

１単元の株式数 1,000株 

株式の名義書換え  

  取扱場所 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 三菱信託銀行株式会社 

  代理人 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 三菱信託銀行株式会社 

  取次所 三菱信託銀行株式会社 全国各支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

単元未満株式の買取り  

  取扱場所 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 三菱信託銀行株式会社 

  代理人 東京都千代田区永田町二丁目11番１号 三菱信託銀行株式会社 

  取次所 三菱信託銀行株式会社 全国各支店 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 なし 
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第７ 【提出会社の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

 

(1) 自己株式買付状況報告書   

平成13年４月９日 
平成13年７月５日 
平成13年10月４日 
平成14年１月９日 
平成14年４月10日 
関東財務局長に提出。 

 
(2) 
 

 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

 
 

事業年度 
(第51期) 

 
 

自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日 

 
 
平成13年６月28日 
関東財務局長に提出。 

(3) 半期報告書 (第52期中) 
 

自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日 

 
 
平成13年12月17日 
関東財務局長に提出。 
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項なし。 
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監 査 報 告 書 

 

 

平成13年６月28日 

日本コムシス株式会社 

代表取締役社長 武 内 宏 允 殿 

公認会計士 桜友共同事務所 

 

  公認会計士  吉  野  昌  年 

 

  公認会計士  宮  下  英  次 

 

  公認会計士  丹  羽  秀  夫 

 

私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる日本コムシス株式会社の平成12年４月１日から平成13年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸
表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書
及び連結附属明細表について監査を行った。 
この監査に当たって、私たちは、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき
監査手続を実施した。 
監査の結果、連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠し、かつ、下記事項を除き前連結会計年度と同一の基準に従って継続し
て適用されており、また、連結財務諸表の表示方法は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関
する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)の定めるところに準拠しているものと認められた。 
 

記 
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ているとおり、有価証券の評価方
法については、従来、総平均法を採用していたが、当連結会計年度より移動平均法に変更した。私たち
は、この変更は有価証券売却損益を適時的に把握するために行われたものであり、正当な理由に基づく
変更と認めた。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、税金等調整前当期純利益が158百
万円多く計上されている。 
 
よって、私たちは、上記の連結財務諸表が日本コムシス株式会社及び連結子会社の平成13年3月31日現
在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適
正に表示しているものと認める。 
会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

 (注) 会社は、当連結会計年度より追加情報の注記に記載のとおり、退職給付に係る会計基準、金融商品に係る
会計基準及び改訂後の外貨建取引等会計処理基準が適用されることとなるため、これらの会計基準により
連結財務諸表を作成している。 

 

以 上 
  
※ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が提出した有価証券報告書に綴り込まれた前連結会計年度の監査報
告書に記載された事項を電子化したものであります。 

 



 
監 査 報 告 書 

 

 

平成14年６月27日 

日本コムシス株式会社 

代表取締役社長 武 内 宏 允 殿 

公認会計士 桜友共同事務所 

 

  公認会計士  吉  野  昌  年 

 

  公認会計士  宮  下  英  次 

 

  公認会計士  丹  羽  秀  夫 

 

私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日本コムシス株式会社の平成13年４月１日から平成14年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸

表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書

及び連結附属明細表について監査を行った。 

この監査に当たって、私たちは、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき

監査手続を実施した。 

監査の結果、連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されてお

り、また、連結財務諸表の表示方法は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

51年大蔵省令第28号)の定めるところに準拠しているものと認められた。 

よって、私たちは、上記の連結財務諸表が日本コムシス株式会社及び連結子会社の平成14年３月31日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

適正に表示しているものと認める。 

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

以 上 
  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。 

 



 
監 査 報 告 書 

 

 

平成13年６月28日 

日本コムシス株式会社 

代表取締役社長 武 内 宏 允 殿 

公認会計士 桜友共同事務所 

 

  公認会計士  吉  野  昌  年 

 

  公認会計士  宮  下  英  次 

 

  公認会計士  丹  羽  秀  夫 

 

私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる日本コムシス株式会社の平成12年４月１日から平成13年３月31日までの第51期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。 
この監査に当たって、私たちは、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき
監査手続を実施した。 
監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠し、かつ、下記事項を除き前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、
財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59
号）の定めるところに準拠しているものと認められた。 
 

記 
会計処理の変更に記載されているとおり、会社は有価証券の評価方法については、従来、総平均法を
採用していたが、当事業年度より移動平均法に変更した。私たちは、この変更は有価証券売却損益を適
時的に把握するために行われたものであり、正当な理由に基づく変更と認めた。この変更により、従来
の方法によった場合と比較して、税引前当期純利益が158百万円多く計上されている。 
 
よって、私たちは、上記の財務諸表が日本コムシス株式会社の平成13年３月31日現在の財政状態並び
に同日をもって終了する事業年度の経営成績を適正に表示しているものと認める。 
会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
 

 (注) 会社は、当事業年度より追加情報の注記に記載のとおり、退職給付に係る会計基準、金融商品に係る会計
基準及び改訂後の外貨建取引等会計処理基準が適用されることとなるため、これらの会計基準により財務
諸表を作成している。 

 

以 上 
  
※ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が提出した有価証券報告書に綴り込まれた前事業年度の監査報告書
に記載された事項を電子化したものであります。 

 



 
監 査 報 告 書 

 

 

平成14年６月27日 

日本コムシス株式会社 

代表取締役社長 武 内 宏 允 殿 

公認会計士 桜友共同事務所 

 

  公認会計士  吉  野  昌  年 

 

  公認会計士  宮  下  英  次 

 

  公認会計士  丹  羽  秀  夫 

 

私たちは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日本コムシス株式会社の平成13年４月１日から平成14年３月31日までの第52期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。 

この監査に当たって、私たちは、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき

監査手続を実施した。 

監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示

方法は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号）の定めると

ころに準拠しているものと認められた。 

よって、私たちは、上記の財務諸表が日本コムシス株式会社の平成14年３月31日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する事業年度の経営成績を適正に表示しているものと認める。 

会社と私たちとの間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 
  

 

以 上 
  
※ 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出
会社)が別途保管しております。 
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