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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１期 第２期 

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 

売上高 (百万円) 248,960 293,681

経常利益 (百万円) 11,400 17,144

当期純利益 (百万円) 6,591 8,349

純資産額 (百万円) 121,326 128,062

総資産額 (百万円) 211,718 208,680

１株当たり純資産額 (円) 859.24 906.92

１株当たり当期純利益 (円) 45.96 58.42

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) － －

自己資本比率 (％) 57.3 61.4

自己資本利益率 (％) 5.7 6.7

株価収益率 (倍) 18.60 15.38

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 12,101 14,735

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △83 △4,831

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △8,457 △7,426

現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 32,889 35,287

従業員数 (人) 7,091 6,746

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示している。 

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。 
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(2) 提出会社の経営指標等 

 

回次 第１期 第２期 

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 

営業収益 (百万円) 2,323 2,211

経常利益 (百万円) 1,915 1,738

当期純利益 (百万円) 1,864 1,720

資本金 (百万円) 10,000 10,000

発行済株式総数 (千株) 145,977 145,977

純資産額 (百万円) 110,634 105,877

総資産額 (百万円) 143,515 122,760

１株当たり純資産額 (円) 758.25 750.07

１株当たり配当額 
(内１株当たり中間配当額) 

(円) 
(円) 

7.00
(－)

15.00
(5.00)

１株当たり当期純利益 (円) 12.78 11.86

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) － －

自己資本比率 (％) 77.1 86.2

自己資本利益率 (％) 1.7 1.6

株価収益率 (倍) 66.90 75.80

配当性向 (％) 54.8 126.5

従業員数 (人) 21 22

(注) １ 営業収益には、消費税等は含まれていない。 

２ 従業員数は、就業人員数を表示している。 

３ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していない。 

４ 平成15年12月10日に中間配当に代えて、株式移転をなすべき日の前日（平成15年９月28日）の最終の日

本コムシス株式会社及び東日本システム建設株式会社の株主名簿（実質株主名簿含む。）に記載または

記録された株主及び登録質権者に対して、その所有する日本コムシス株式会社の株式１株につき５円、

東日本システム建設株式会社の株式１株につき５円の株式移転交付金を支払った。 

５ 平成17年３月期の１株当たり配当額15円は、特別配当３円を含んでいる。 
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２ 【沿革】 

当社は、平成15年９月に、電気通信設備工事事業及びその他の事業などを行っている日本コムシス

株式会社、株式会社三和エレック及び東日本システム建設株式会社（以下総称して「３統括事業会

社」という。）の３社の株式移転により完全親会社、「コムシスホールディングス株式会社」として

設立された。 

当社設立以降の企業集団に係る経緯は、次のとおりである。 

 

年  月 概            要 

平成15年９月 ３統括事業会社が株式移転により当社を設立。 

当社の普通株式を株式会社東京証券取引所及び株式会社大阪証券取引所の市場第

一部に上場。 

平成16年９月 株式会社三和エレックの第三者割当増資を引き受け。 

平成17年１月 株式会社三和エレックのＮＴＴ情報通信エンジニアリング事業を日本コムシス株

式会社に集約。 
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３ 【事業の内容】 

コムシスグループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び３統括事業会社に加え子会社41社及び

18社の関連会社から構成され、電気通信建設工事業を中心とする「電気通信設備工事事業」及び情報

処理関連事業等の「その他の事業」を主な事業として行っている。 

事業の系統図は概ね次のとおりである。 

 

 

 



ファイル名:010_0187700101706.doc 更新日時:2005/06/26 2:10 印刷日時:05/06/26 3:25 

― 6 ― 

４ 【関係会社の状況】 

名称 住所 
資本金又
は出資金
(百万円)

主要な事業 
の内容 

 
議決権の
所有割合
(％) 

 

関係内容 

(連結子会社)   

日本コムシス㈱   (注)１、６ 
東京都 
港区 

31,140
電気通信設備 
工事事業 

 
100.0

経営管理に関する契約を
締結している。 
役員の兼任    11名 

㈱三和エレック   (注)１、６ 
東京都 
目黒区 

3,624
電気通信設備 
工事事業 

100.0
経営管理に関する契約を
締結している。 
役員の兼任    １名 

東日本システム建設㈱ 
長野県 
長野市 

360
電気通信設備 
工事事業 

100.0
経営管理に関する契約を
締結している。 
役員の兼任    １名 

東京通建㈱ 
東京都 
港区 

54
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 

日東通建㈱ 
東京都 
港区 

60
電気通信設備 
工事事業 

95.0
(95.0)

営業上の取引はない。 
役員の兼任    １名 

オーティエンジニアリング㈱ 
東京都 
荒川区 

80
電気通信設備 
工事事業 

99.7
(99.7)

営業上の取引はない。 

中央・Ｃ㈱ 
東京都 
杉並区 

80
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 
役員の兼任    １名 

コムシスネット㈱ 
東京都 
品川区 

50
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 

コムシス通産㈱ 
東京都 
港区 

60 その他の事業 
100.0

(100.0)
営業上の取引はない。 
役員の兼任    １名 

コムシステクノ㈱ 
東京都 
品川区 

50 その他の事業 
100.0

(100.0)
営業上の取引はない。 
役員の兼任    １名 

コムシスビジネスサービス㈱ 
東京都 
港区 

304
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 

㈱大栄製作所      (注)３ 
東京都 
港区 

60
電気通信設備 
工事事業 

49.7
(49.7)
[21.6]

営業上の取引はない。 
役員の兼任    １名 

コムシス東北テクノ㈱ 
仙台市 
若林区 

50 その他の事業 
100.0

(100.0)
営業上の取引はない。 

コムシス関西エンジニアリング㈱ 
大阪市 
東成区 

50
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 

コムシス九州エンジニアリング㈱ 
福岡市 
博多区 

50
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 

㈱ロードテクノ 
東京都 
中央区 

50
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 

㈱サンネットコム 
埼玉県 
さいたま市

50
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 

㈱エス・イー・シー・ハイテック 
東京都 
中央区 

30
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 

三和電子㈱ 
東京都 
千代田区 

90
電気通信設備 
工事事業 

99.3
(99.3)

営業上の取引はない。 

㈱エス・イー・エム 
東京都 
東村山市 

35 その他の事業 
69.2

(69.2)
営業上の取引はない。 
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名称 住所 
資本金又
は出資金
(百万円)

主要な事業 
の内容 

 
議決権の
所有割合
(％) 

 

関係内容 

㈱サンネクト 
東京都 
港区 

10 その他の事業 
60.0

(60.0)
営業上の取引はない。 

㈱三和サポートエンジ 
東京都 
中央区 

20
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 

㈱トーシス長野 
長野県 
長野市 

21
電気通信設備 
工事事業 

71.7
(71.7)

営業上の取引はない。 

㈱アルスター 
長野県 
松本市 

40
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 

㈱トーシス新潟 
新潟県 
新潟市 

40
電気通信設備 
工事事業 

61.6
(61.6)

営業上の取引はない。 

㈱トーシスアクティス 
新潟県 
長岡市 

49
電気通信設備 
工事事業 

52.5
(52.5)

営業上の取引はない。 

チューリップ警備㈱ 
新潟県 
新潟市 

30
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 

チューリップライフ㈱ 
新潟県 
新潟市 

40 その他の事業 
100.0

(100.0)
営業上の取引はない。 

東シス緑化㈱ 
新潟県 
新潟市 

10
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 

喜元建設㈱ 
長野県 
長野市 

44
電気通信設備 
工事事業 

100.0
(100.0)

営業上の取引はない。 

（注）１ 特定子会社に該当する。 

   ２ 上記連結子会社30社は、いずれも有価証券報告書または有価証券届出書を提出していない。 

   ３ 持ち分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としている。 

   ４ 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数である。 

５ 議決権の所有割合の[ ]内は、緊密な者または同意している者の所有割合で外数である。 

   ６ 日本コムシス株式会社及び株式会社三和エレックの売上高については、連結売上高に占める割合が10％

を超えている。 

     日本コムシス株式会社の主要な損益情報等 

              ① 売上高           209,934百万円 

② 経常利益          11,150百万円 

③ 当期純利益          6,823百万円 

④ 純資産額          110,637百万円 

⑤ 総資産額          158,620百万円 

     株式会社三和エレックの主要な損益情報等 

              ① 売上高            36,025百万円 

② 経常利益             140百万円 

③ 当期純損失          2,768百万円 

④ 純資産額            4,310百万円 

⑤ 総資産額           19,595百万円 

 



ファイル名:010_0187700101706.doc 更新日時:2005/06/26 2:10 印刷日時:05/06/26 3:25 

― 8 ― 

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年３月31日現在 

区分 従業員数(人) 

全社 6,746 

合計 6,746 

(注) 従業員数は就業人員数である。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。) 

 

＜日本コムシスグループの連結子会社の状況＞ 

平成17年３月31日現在 

区分 従業員数(人) 

電気通信設備工事事業 3,264 

その他の事業 481 

全社(共通) 821 

合計 4,566 

(注) １ 従業員数は就業人員数である。 

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

 

＜三和エレックグループの連結子会社の状況＞ 

平成17年３月31日現在 

区分 従業員数(人) 

電気通信設備工事事業 1,096 

その他の事業 19 

全社(共通) 63 

合計 1,178 

(注) １ 従業員数は就業人員数である。 

２ 全社(共通)として記載されている従業員数は、区分できない管理部門に所属しているものである。 
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＜東日本システム建設グループの連結子会社の状況＞ 

平成17年３月31日現在 

区分 従業員数(人) 

電気通信設備工事事業 954 

その他の事業 26 

合計 980 

(注) 従業員数は就業人員数である。 

 

(2) 提出会社の状況 

平成17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) 

22 46.7 19.6 8,114,886

(注) １ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。 

２ 当社従業員は、すべて統括事業会社の出向者からなり、平均勤続年数は各社での勤続年数を通算して

いる。 

 

(3) 労働組合の状況 

コムシスグループは、コムシス関連労働組合協議会（組合員数2,737人）、三和エレックユニオン

（組合員数308人）及びトーシスグループ労働組合（組合員数583人）があり、それぞれ情報産業労

働組合連合会に属している。 

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、設備投資の増加や輸出・生産の伸びにより景気は一時持

ち直しの動きがあったが、景気の牽引役であったデジタル家電の伸び悩みや原油価格の高騰などに

より企業収益の伸びが鈍化し、景気の先行き不透明感を払拭できないまま推移した。一方、雇用情

勢については、依然として厳しさが残るものの、完全失業率が高水準ながらも低下傾向で推移する

など、緩やかな改善傾向にあった。 

コムシスグループを取り巻く情報通信の分野においては、政府が2010年の社会像として定義した

「ｕ－Ｊａｐａｎ構想」が目指すユビキタスネット社会の実現に向け、ブロードバンド化、ＩＰ化

が一段と加速している。情報通信市場では、ニーズの高度化、多様化、グローバル化が着実に進展

し、インターネット接続可能な情報家電の登場や個人・法人を問わずＩＰ電話が急速に普及してい

くなどマーケット構造そのものが大きな転換期を迎えている。また、情報通信事業者においても、

ブロードバンド通信分野での需要拡大による利用料金の低廉化や第三世代携帯電話への移行の本格

化により、顧客獲得に向けた競争はますます激しさを増している。 

このような環境のもとで、コムシスグループとしては、３統括事業会社間において、事業の選択

と集中による、施工統合、事業会社間の合併、要員の再配置等の事業再編を実施し、経営統合のシ

ナジー効果による生産性の向上及び業容拡大を図るなど、グループ全体の収益力向上にスピーディ

かつストラテジックに取り組んできた。また、集中購買や共通業務をはじめとするオペレーション

業務の集約化による材料費、人件費の削減や、キャッシュマネジメントシステム（ＣＭＳ）導入に

よる金融コストの削減を図るなど、コスト削減施策についても、グループ全体として積極的に推進

してきた。更には、営業活動から積算、受注、施工、経営管理までの業務全体を 適化するために

開発した、「フロント業務支援システム（ＣＯＭＦＯＲＣＥ）」による徹底したリアルタイムマネ

ジメント方式をグループ全体に拡大するなど、現場業務改善施策についても、積極的に展開してき

た。 

このような状況のもと、当連結会計年度における受注高については、ＮＴＴ情報通信エンジニア

リング事業におけるＢフレッツ関連工事やＮＴＴドコモからのＦＯＭＡ関連工事の受注が堅調に推

移したことにより、2,873億７千万円（前年同期比21.9％増）と前連結会計年度を上回った。また、

売上高についても、ＮＴＴ及びＮＣＣ関連工事の協力会社を含めた施工体制の強化等により、2,936

億８千万円（前年同期比18.0％増）と前連結会計年度を上回ることができた。更に損益面について

も、競争の熾烈化に伴う受注価格の低下等、厳しい状況が続いたが、売上高の増加及び業務見直し

による経費の削減、企業年金制度の改定による退職給付費用の減少、集中購買の徹底による材料購

入価格の低廉化等経営改善に取り組んだ結果、経常利益は171億４千万円（前年同期比50.4％増）と

前連結会計年度を上回った。また、当期純利益についても、貸倒引当金の繰入額11億４千万円をは

じめ特別損失を37億３千万円計上したが、固定資産の売却益４億３千万円など特別利益７億５千万

円を計上したことにより、83億４千万円（前年同期比26.7％増）となり、前連結会計年度を上回る
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ことができた。なお、日本コムシス株式会社の連結子会社は、決算期変更（平成16年12月期を平成

17年３月期）により、会計期間が15ヶ月となっており、この影響で売上高は40億６千万円増加して

いる。 

 

＜日本コムシスグループの業績＞ 

日本コムシスグループは、事業の拡大と効率的な事業運営を一層強化するため、平成16年４月に

組織改正を行い、協力会社とのミッション等の明確化や外注費の適正化を含めたパートナーリンク

体制の充実・強化や、全国オンサイト保守体制の整備拡充を図った。更に、「現場力強化プロジェ

クト」を発足させ、顧客満足度（ＣＳ）の向上・作業の効率化・コスト削減等に向けた全社的な改

革に取り組んだ。また、ＩＴソリューション事業についても、コムシスブランド商品の開発・販売

体制の強化に併せ、コンサルティング事業の拡大強化を図った。更には、新聞社等が実施した「情

報システム格付け調査」で、社内ＩＴ部門が社内ネットワークの構築・有効利用等を高く評価され、

上位のＡＡＡを獲得した。この長年社内で培ってきた知識や経験を、ＩＴビジネス戦略に活用で

きる体制を強化するとともにＩＰネットワークの拡大に対応すべく、高スキル技術者の積極的な育

成を図った。これらによりワンストップソリューションプロバイダのトップブランドとして、多様

なユーザニーズに応える高度なソリューションの提案から設計・構築・保守に至るまで、全国規模

で機動的に提供できる体制をより強化した。 

営業活動においては、平成16年８月に情報通信設備工事業界では初めてとなる、全社・全部門で

のＩＳＭＳの認証取得の実績を活かし、地方自治体からセキュリティ監査を受注するなど、「セキ

ュリティに強いコムシス」として、安全性、信頼性の高いトータルソリューションの提供による、

情報セキュリティ分野への事業拡大を図るとともに、日本で初めてとなる地方自治体におけるソフ

トスイッチによるＩＰ電話システムの受注・構築を行い、ソリューション分野においても積極的な

営業活動を展開してきた。 

このような状況のもと、受注高については、ＮＴＴ情報通信エンジニアリング事業におけるＢフ

レッツ関連工事やＦＯＭＡ関連工事の受注が堅調に推移したことにより、2,262億２千万円（前年同

期比11.7％増）となった。また、売上高についても、堅調な受注を反映し、Ｂフレッツ関連工事の

完成が増加した等により、2,275億４千万円（前年同期比10.2％増）となった。更に損益面について

も、受注価格の低下等、厳しい状況が続いたが、売上高の増加及び業務見直しによる経費の削減、

企業年金制度の改定による退職給付費用の減少等経営改善に取り組んだ結果、経常利益は156億３千

万円（前年同期比76.3％増）となった。また、当期純利益についても、貸倒引当金の繰入額10億３

千万円をはじめ特別損失を27億８千万円計上したが、有価証券（親会社株式等）売却益９億１千万

円など特別利益15億７千万円を計上したことにより、92億９千万円（前年同期比102.8％増）となっ

た。 

 

※以下、三和エレックグループ及び東日本システム建設グループについては、前連結会計年度の数

値が平成15年10月１日から平成16年３月31日までを対象期間としているので、前年同期比について

は記載していない。 

 

＜三和エレックグループの業績＞ 

三和エレックグループは、受注・売上拡大を基本方針に掲げ、全社員営業参画型の「Ｅｘｔｒａ
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１０Ｂｉｌｌｉｏｎ」等の具体的施策により、新規顧客や新規分野の開拓など受注拡大を積極的に

展開するとともに、原価管理の充実など価格競争力の向上に取り組んできた。 

また、平成16年９月に当社が株式会社三和エレックの発行総額45億円の第三者割当増資を引き受

け、「競争力強化のための資本充実」、「退職給付会計基準変更時差異の一括償却」、「固定資産

の減損に係る会計基準の早期適用」など、経営基盤の強化を図った。 

このような状況のもと、受注高、売上高については、ＮＴＴ情報通信エンジニアリング事業にお

いて、Ｂフレッツ等のブロードバンドサービスや携帯電話不感対策等の建設工事は好調に推移した

が、情報通信エンジニアリング事業や電気設備事業において、移動体キャリアの投資繰り延べや公

共投資減少の影響が予想以上に大きく、受注高は404億円、売上高は442億２千万円となった。損益

面については、ＣＭＳによる金融コスト削減等の効果があったものの、電気設備事業の不採算工事

等により、経常利益は４億２千万円となった。また、退職給付会計基準変更時差異の一括償却15億

６千万円、固定資産の減損処理８億３千万円などを計上したことにより、25億８千万円の当期純損

失となった。 

なお、退職給付会計基準変更時差異の一括償却及び固定資産の減損損失に関しては、経営統合に

係わるパーチェス法の会計処理により既に当社の連結財務諸表に反映されており、当連結会計年度

における当社の連結業績には影響しない。 

また、平成17年４月１日より、新たに「サンワコムシスエンジニアリンググループ」として、コ

ムシスグループのキャリア系ビジネスを事業統合し、スタートすることとなった。今後は、キャリ

ア系ビジネス事業を中核とする「総合エンジニアリングサービス企業グループ」を目指すこととし

ている。 

 

＜東日本システム建設グループの業績＞ 

東日本システム建設グループは、大きく変化する情報通信市場において、「お客様満足至上経

営」を基本方針に掲げ、社員一人ひとりの知性、感性、技術力を高めながら、常にお客様に満足し

ていただけるサービスを提供し続けられる企業環境の整備に全力を注いできた。とりわけソリュー

ション分野においては、同社グループのオリジナリティの創出を推進するとともに、有力なＳＩ事

業者と緊密な連携を図るなど、多様化・高度化するお客様の要望に的確に応え、満足していただけ

るよう、取り組みを強化してきた。 

このような状況のもと、受注高については、ＮＴＴ情報通信エンジニアリング事業におけるＢフ

レッツ関連工事の需要増や、ＮＴＴ以外の一般官公民需事業における情報通信市場の好調さを反映

するとともに、信越地区における事業統合のシナジー効果も伴って、283億７千万円となった。また、

売上高についても、受注高の好調さを反映する形で、278億７千万円となった。更に損益面について

も、売上高の増やコストの削減が大きな要因となり、経常利益は10億８千万円、当期純利益は５億

１千万円となった。 

 

＜当社の業績＞ 

当社は、日本コムシス株式会社等統括事業会社より経営管理料として５億円、配当金として17億

１千万円を受領した。その結果、営業収益は22億１千万円、営業利益は17億２千万円、経常利益は

17億３千万円、当期純利益は17億２千万円となった。 
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なお、平成16年７月13日、日本コムシス株式会社と株式会社三和エレックの２社は公正取引委員

会より、岐阜県等からの電気工事入札にかかわる営業活動が、独占禁止法に違反するとの勧告を受

け、同月26日、この勧告を真摯に受けとめ応諾した。今後はグループ全社を挙げて、コンプライア

ンスの徹底と社員研修の実施により、法令違反の疑いを持たれるような行為の絶滅を図り、再発防

止に向けて取り組む所存である。 

 

(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、借入金

の返済、法人税等の支払額の増加などの要因により一部相殺されたものの、税金等調整前当期純利

益の増加、有形固定資産の売却などにより、前連結会計年度末に比べ23億９千万円（7.3％）増加し、

当連結会計年度末には352億８千万円となった。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ26億３千万円（21.8％）増加し、

147億３千万円となった。これは主に税金等調整前当期純利益の増加によるものである。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ支出が47億４千万円（5,715.8％）

増加し、48億３千万円となった。これは主に有形固定資産の取得によるものである。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ支出が10億３千万円（12.2％）減

少し、74億２千万円となった。これは主に長期借入金の返済、配当金の支払によるものである。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

コムシスグループが営んでいる事業の大部分を占める電気通信設備工事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、電気通信設備工事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「生産、受注及び販売の状況」については、当社の連結での受注及び売上の合計を記載して

いる。 

なお、その他の事業の全体に占める割合が僅少であるため、事業別の記載を省略している。 

 

(1) 受注実績 

受注実績は次のとおりである。 

 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 

          至 平成17年３月31日)    （百万円） 
前年同期比(％) 

287,376 ＋21.9

(注) 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

 

(2) 売上実績 

売上実績は次のとおりである。 

 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 

          至 平成17年３月31日)    （百万円） 
前年同期比(％) 

293,681 ＋18.0

(注) １ 上記金額には、消費税等は含まれていない。 

    ２ 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15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 134,745 54.1 166,679 56.7

(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、３統括事業会社の受注及び売上の状況が、コムシスグループの受注及び売上の大半を占める

ため、参考に３統括事業会社単独の事業の状況を示すと次のとおりである。なお、当期より３統括事

業会社の①受注高、売上高、繰越高及び施工高の種別、③売上高の区分及び④手持高の区分を変更し

ているが、前期についても変更後の種別ないし区分に組み替えて表示している。 

 

＜日本コムシス株式会社＞ 

① 受注高、売上高、繰越高及び施工高 

 

期末繰越高 

項目 種別 
期首 
繰越高

(百万円)

期中 
受注高

(百万円)

計 

(百万円)

期中 
売上高

(百万円)
手持高
(百万円)

うち施工高 
(％、百万円) 

期中 
施工高

(百万円)

ＮＴＴ情報通信エン

ジニアリング事業 
15,381 124,241 139,623 120,828 18,794 25.5 4,801 120,692

電気通信エンジニア

リング事業 
19,127 29,374 48,502 33,207 15,294 24.4 3,728 32,043

ＩＴソリューション

事業 
6,999 19,853 26,852 21,280 5,572 22.3 1,242 21,323

総

合

エ

ン

ジ

ニ

ア

リ 

ン

グ

サ

丨 
ビ

ス

事

業 
 

計 41,509 173,469 214,978 175,316 39,662 24.6 9,771 174,060

社会システム関連事業等 18,405 14,791 33,197 18,604 14,592 26.9 3,921 18,959

前期  

自 

 

平

成

十

五

年

四

月

一

日 

 

至 

 

平

成

十

六

年

三

月

三

一

日 

 
 

合計 59,915 188,260 248,175 193,920 54,255 25.2 13,693 193,019

ＮＴＴ情報通信エン

ジニアリング事業 
18,794 138,922 157,717 135,967 21,750 29.3 6,364 137,530

電気通信エンジニア

リング事業 
15,294 37,811 53,106 39,071 14,035 35.8 5,029 40,372

ＩＴソリューション

事業 
5,572 22,165 27,737 21,578 6,159 16.2 995 21,331

総

合

エ

ン

ジ

ニ

ア

リ 

ン

グ

サ

丨 
ビ

ス

事

業 
 

計 39,662 198,899 238,562 196,617 41,945 29.5 12,389 199,235

社会システム関連事業等 14,592 11,658 26,251 13,317 12,934 7.1 922 10,318

当期  

自 

 

平

成

十

六

年

四

月

一

日 

 

至 

 

平

成

十

七

年

三

月

三

一

日 

 
 

合計 54,255 210,558 264,813 209,934 54,879 24.3 13,312 209,553

 (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が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 期末繰越高の施工高は、支出金より手持高の施工高を推定したものである。 

３ 期中施工高は、(期中売上高＋期末繰越高の施工高－前期末繰越高の施工高)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 売上高 

 

区  分 
前期 

(自 平成15年４月１日 
  至 平成16年３月31日) 

当期 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日) 

ＮＴＴ情報通信エンジニ
アリング事業（百万円） 

120,828 135,967

電気通信エンジニアリン
グ事業（百万円） 

33,207 39,071

ＩＴソリューション事業
（百万円） 

21,280 21,578

総合エンジニア
リングサービス
事業 

計（百万円） 175,316 196,617

社会システム関連事業等（百万円） 18,604 13,317

合計（百万円） 193,920 209,934

(注) １ 前期の売上高のうち、請負金額10億円以上の主なものは次のとおりである。 

株式会社タカラレーベン レーベンハイム藤沢新築工事 

山田建設株式会社 マイキャッスル新井宿新築工事 

東日本電信電話株式会社 上野エリアサービス総合工事 

東日本電信電話株式会社 杉並エリアサービス総合工事 

東日本電信電話株式会社 中央エリアサービス総合工事 

２ 当期の売上高のうち、請負金額10億円以上の主なものは次のとおりである。 

大豊建設株式会社 ひばりが丘新築工事（ＪＶ） 

山田建設株式会社 （仮称）ミオカステーロ江田新築工事 

東日本電信電話株式会社 平成16年度 草加ビル他15ビル サービス総合工事 

東日本電信電話株式会社 平成16年度 常盤ビル他16ビル サービス総合工事 

山田建設株式会社 （仮称）マイキャッスル府中宮町Ⅱ新築工事 

３ 売上高総額に対する割合が100分10以上の相手先別の売上高及びその割合は次のとおりである。 

前期 
  (自 平成15年４月１日 
  至 平成16年３月31日) 

当期 
  (自 平成16年４月１日 
  至 平成17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 120,828 62.3 135,967 64.7

(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 手持高(平成17年３月31日現在) 

 

区  分 
前期 

(自 平成15年４月１日 
  至 平成16年３月31日) 

当期 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日) 

ＮＴＴ情報通信エンジニ
アリング事業（百万円） 

18,794 21,750

電気通信エンジニアリン
グ事業（百万円） 

15,294 14,035

ＩＴソリューション事業
（百万円） 

5,572 6,159

総合エンジニア
リングサービス
事業 

計（百万円） 39,662 41,945

社会システム関連事業等（百万円） 14,592 12,934

合計（百万円） 54,255 54,879

(注) 手持高のうち、請負金額８億円以上の主なものは次のとおりである。 

大豊建設株式会社 （仮称）戸塚上倉田町プロジェクト新築工事 平成18年９月竣工予定

前田興産株式会社 鳩ヶ谷新築工事 平成18年３月竣工予定

山田建設株式会社 （仮称）ミオカステーロ泊新築工事 平成18年３月竣工予定

前田建設工業株式会社 （仮称）清澄公園計画新築工事 平成18年１月竣工予定

山梨県 百蔵浄水場場内監視設備工事 平成17年８月竣工予定
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＜株式会社三和エレック＞ 

① 受注高、売上高、繰越高及び施工高 

 

期末繰越高 

項目 種別 
期首 
繰越高

(百万円)

期中 
受注高

(百万円)

計 

(百万円)

期中 
売上高

(百万円)
手持高
(百万円)

うち施工高 
(％、百万円) 

期中 
施工高

(百万円)

ＮＴＴ情報通信エン

ジニアリング事業 
1,260 11,939 13,200 11,906 1,293 41.9 541 12,012

電気通信エンジニア

リング事業 
12,198 20,241 32,440 22,444 9,996 28.5 2,851 22,270

ＩＴソリューション

事業 
― ― ― ― ― ― ― ―

総

合

エ

ン

ジ

ニ

ア

リ 

ン

グ

サ

丨 
ビ

ス

事

業 
 

計 13,459 32,181 45,640 34,350 11,290 30.1 3,393 34,282

社会システム関連事業等 2,097 3,036 5,134 3,376 1,758 30.8 541 3,599

前期  

自 

 

平

成

十

五

年

四

月

一

日 

 

至 

 

平

成

十

六

年

三

月

三

一

日 

 
 

合計 15,556 35,218 50,775 37,726 13,048 30.2 3,934 37,882

ＮＴＴ情報通信エン

ジニアリング事業 
1,293 9,493 10,787 10,173 614 27.5 169 9,801

電気通信エンジニア

リング事業 
9,996 20,365 30,361 23,227 7,133 27.5 1,959 22,335

ＩＴソリューション

事業 
― ― ― ― ― ― ― ―

総

合

エ

ン

ジ

ニ

ア

リ 

ン

グ

サ

丨 
ビ

ス

事

業 
 

計 11,290 29,859 41,149 33,401 7,747 27.5 2,128 32,136

社会システム関連事業等 1,758 2,163 3,921 2,624 1,297 31.4 406 2,490

当期  

自 

 

平

成

十

六

年

四

月

一

日 

 

至 

 

平

成

十

七

年
三

月

三

一

日 

 
 

合計 13,048 32,022 45,071 36,025 9,045 28.0 2,535 34,626

 (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が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 期末繰越高の施工高は、支出金より手持高の施工高を推定したものである。 

３ 期中施工高は、(期中売上高＋期末繰越高の施工高－前期末繰越高の施工高)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 売上高 

 

区  分 
前期 

(自 平成15年４月１日 
  至 平成16年３月31日) 

当期 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日) 

ＮＴＴ情報通信エンジニ
アリング事業（百万円） 

11,906 10,173

電気通信エンジニアリン
グ事業（百万円） 

22,444 23,227

ＩＴソリューション事業
（百万円） 

― ―

総合エンジニア
リングサービス
事業 

計（百万円） 34,350 33,401

社会システム関連事業等（百万円） 3,376 2,624

合計（百万円） 37,726 36,025

(注) １ 前期の売上高のうち、請負金額３億円以上の主なものは次のとおりである。 

首都高速道路公団 平成15年度 受変電設備維持 

株式会社エヌ・ティ・ティ 

・データ 
品川駅東口Ｂ－３地区ビル新築電気工事 

株式会社銭高組 Ｍ－ＰＲＯＪＥＣＴ Ｂ街区新築工事 

２ 当期の売上高のうち、請負金額３億円以上の主なものは次のとおりである。 

日本コムシス株式会社 丸の内１丁目１街区開発計画Ａ工区新築工事 

首都高速道路公団 平成16年度 受変電設備維持 

株式会社エヌ・ティ・ティ 

・ドコモ 
ＮＴＴＤｏＣｏＭｏ墨田ビル（仮称）新築電気設備工事 

３ 売上高総額に対する割合が100分10以上の相手先別の売上高及びその割合は次のとおりである。 

前期 
 (自 平成15年４月１日 
  至 平成16年３月31日) 

当期 
 (自 平成16年４月１日 
  至 平成17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 11,906 33.2 10,173 28.2

  (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 手持高(平成17年３月31日現在) 

 

区  分 
前期 

(自 平成15年４月１日 
  至 平成16年３月31日) 

当期 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日) 

ＮＴＴ情報通信エンジニ
アリング事業（百万円） 

1,293 614

電気通信エンジニアリン
グ事業（百万円） 

9,996 7,133

ＩＴソリューション事業
（百万円） 

― ―

総合エンジニア
リングサービス
事業 

計（百万円） 11,290 7,747

社会システム関連事業等（百万円） 1,758 1,297

合計（百万円） 13,048 9,045

(注) 手持高のうち、請負金額３億円以上の主なものは次のとおりである。 

川崎市 北部医療施設新築通信設備工事 平成17年10月竣工予定

日本大学 
日本大学芸術学部江古田キャンパス整備事業に伴う 

校舎新築工事 
平成22年６月竣工予定

成田国際空港株式会社 第１旅客ターミナルビル南ウイング増改築工事 平成18年１月竣工予定
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＜東日本システム建設株式会社＞ 

① 受注高、売上高、繰越高及び施工高 

 

期末繰越高 

項目 種別 
期首 
繰越高

(百万円)

期中 
受注高

(百万円)

計 

(百万円)

期中 
売上高

(百万円)
手持高
(百万円)

うち施工高 
(％、百万円) 

期中 
施工高

(百万円)

ＮＴＴ情報通信エン

ジニアリング事業 
1,284 13,586 14,870 13,549 1,321 21.8 288 13,541

電気通信エンジニア

リング事業 
1,161 2,774 3,935 2,884 1,051 28.1 295 2,871

ＩＴソリューション

事業 
310 3,919 4,229 4,023 206 25.2 52 3,419

総

合

エ

ン

ジ

ニ

ア

リ 

ン

グ

サ

丨 
ビ

ス

事

業 
 

計 2,756 20,279 23,035 20,456 2,579 24.7 636 19,832

社会システム関連事業等 27 724 751 407 344 34.9 120 956

前期  

自 

 

平

成

十

五

年

四

月

一

日 

 

至 

 

平

成

十

六

年

三

月

三

一

日 

 
 

合計 2,783 21,003 23,787 20,863 2,923 25.9 757 20,788

ＮＴＴ情報通信エン

ジニアリング事業 
1,321 14,659 15,981 13,909 2,071 26.3 545 14,167

電気通信エンジニア

リング事業 
1,051 3,100 4,151 2,951 1,199 19.7 237 2,893

ＩＴソリューション

事業 
206 3,328 3,534 3,448 86 61.9 53 3,449

総

合

エ

ン

ジ

ニ

ア

リ 

ン

グ

サ

丨 
ビ

ス

事

業 
 

計 2,579 21,088 23,667 20,309 3,357 24.9 836 20,510

社会システム関連事業等 344 1,493 1,838 1,488 349 96.2 336 1,705

当期  

自 

 

平

成

十

六

年

四

月

一

日 

 

至 

 

平

成

十

七

年

三

月

三

一

日 

 
 

合計 2,923 22,582 25,506 21,798 3,707 31.6 1,173 22,215

(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が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 期末繰越高の施工高は、支出金より手持高の施工高を推定したものである。 

３ 期中施工高は、(期中売上高＋期末繰越高の施工高－前期末繰越高の施工高)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 売上高 
 

区  分 
前期 

(自 平成15年４月１日 
  至 平成16年３月31日) 

当期 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日) 

ＮＴＴ情報通信エンジニ
アリング事業（百万円） 

13,549 13,909

電気通信エンジニアリン
グ事業（百万円） 

2,884 2,951

ＩＴソリューション事業
（百万円） 

4,023 3,448

総合エンジニア
リングサービス
事業 

計（百万円） 20,456 20,309

社会システム関連事業等（百万円） 407 1,488

合計（百万円） 20,863 21,798

(注) １ 前期の売上高のうち、請負金額３億円以上の主なものは次のとおりである。 

東日本電信電話株式会社 長野エリアサービス総合工事 

東日本電信電話株式会社 新潟エリアサービス総合工事 

東日本電信電話株式会社 上田エリアサービス総合工事 

東日本電信電話株式会社 飯田エリアサービス総合工事 

東日本電信電話株式会社 長岡エリアサービス総合工事 

２ 当期の売上高のうち、請負金額３億円以上の主なものは次のとおりである。 

東日本電信電話株式会社 石堂ビル他41ビルサービス総合工事（アクセス） 

東日本電信電話株式会社 新潟西ビル他59ビルサービス総合工事（Ａ線路） 

東日本電信電話株式会社 新潟西ビル他59ビルサービス総合工事（Ａ宅内） 

東日本電信電話株式会社 上田ビル他41ビルサービス総合工事（アクセス） 

東日本電信電話株式会社 長岡ビル他61ビルサービス総合工事（線路） 

３ 売上高総額に対する割合が100分10以上の相手先別の売上高及びその割合は次のとおりである。 

前期 
  (自 平成15年４月１日 
  至 平成16年３月31日) 

当期 
  (自 平成16年４月１日 
  至 平成17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 13,549 64.9 13,909 63.8

(注) ＮＴＴグループは、東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 手持高(平成17年３月31日現在) 

 

区  分 
前期 

(自 平成15年４月１日 
  至 平成16年３月31日) 

当期 
(自 平成16年４月１日 
  至 平成17年３月31日) 

ＮＴＴ情報通信エンジニ
アリング事業（百万円） 

1,321 2,071

電気通信エンジニアリン
グ事業（百万円） 

1,051 1,199

ＩＴソリューション事業
（百万円） 

206 86

総合エンジニア
リングサービス
事業 

計（百万円） 2,579 3,357

社会システム関連事業等（百万円） 344 349

合計（百万円） 2,923 3,707

(注) 手持高のうち、請負金額１億円以上の主なものは次のとおりである。 

オリックス・ファシリティーズ 

株式会社 

（仮称）ｅＹビルディングリニューアル 

工事その１（本体工事） 
平成17年４月竣工予定

株式会社鈴木 株式会社鈴木 日滝原新工場建設工事 平成18年３月竣工予定
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３ 【対処すべき課題】 

コムシスグループの事業領域である情報通信市場を展望すると、主要取引先であるＮＴＴグループ

をはじめとする情報通信事業者の動向は、これまでの固定電話サービスからＩＰ電話サービス、メタ

ルから光アクセスへとコミュニケーションネットワーク環境やブロードバンドアクセス基盤の構築・

拡充へと投資構造が変化してきている。ＮＴＴにおいては「ＮＴＴグループ中期経営戦略」により、

ホームユースからビジネスユースに応えるブロードバンド・ユビキタスサービスの実現を目指してい

る。そして固定電話と移動通信の融合によるブロードバンドポータルサービス等の進展や、2010年ま

でに3,000万回線の光アクセス等のサービスの実現に向けて次世代ネットワークの構築が始まるなど市

場の活性化は進展すると思われるが、同時に情報通信サービス分野での競争は、ますます熾烈化の様

相を呈するものと想定される。 

このような情勢の中、コムシスグループは、各ステークホルダーの期待や激変する企業環境により

積極的に適合し、経営ビジョンを具現化するため、「事業の選択と集中」、「ソリューション事業の

拡大」、「経営改善施策の推進」の各施策を柱とし、事業改革に積極的に取り組んでいくこととする。 

具体的には、 

 

＜事業の選択と集中＞ 

コムシスグループの企業特性を 大限に活かし、事業の選択と集中によりグループ内事業の集約

及び再編成をダイナミックに行い、コア事業への特化による市場優位性を確保するとともに、グル

ープのスケールメリットとコアコンピタンスを活かし、各ステークホルダーに対してより大きな付

加価値を提供していくこととする。また、適材適所の人材配置による生産性の向上を図るなど、経

営資源の再配置による経営統合のシナジー効果の 大化に取り組んでいくこととする。 

 

＜ソリューション事業の拡大＞ 

平成20年３月期にはソリューション事業が総売上高の20％となることを目標として、コムシスブ

ランドの確立、お客様の多様なニーズに即応できる高度なＩＰ技術者の育成を図るとともに、情報

セキュリティ分野やＩＴコンサルティング事業への進出による業容拡大を図っていくこととする。

また、積極的なアライアンスやＭ＆Ａによる知識・技術・ノウハウの補完により、ＩＰ電話システ

ムの構築等ソリューション分野においても積極的な事業の拡大に取り組んでいくこととする。これ

らにより、技術のコムシスグループとしてユビキタス社会の創造に貢献していくこととする。 

 

＜経営改善施策の推進＞ 

オペレーション業務の集約化・効率化、協力会社との役割分担の見直しによる外注費等の低減等

を図るとともに、「コムシス式カイゼン」による現場力の強化を図っていくこととする。また、Ｉ

Ｐ網を利用した安価なエクストラネットによるグループ経営管理の強化及び連結決算の迅速化を図

るなど、一層の経営改善に取り組んでいくこととする。 

 

コムシスグループは、このように新たなグループ事業改革に向けた積極的な取り組みにより、コン

プライアンスの徹底を図り、引き続き効率的・機動的なグループ経営の推進を行い、強固な経営基盤

を確立していくとともに、グループの結束を強固なものとし、グループ全体の企業価値の創出及び株

主価値の 大化に努力していく所存である。 
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４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがある。 

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてコムシスグループが判断したも

のである。 

(1) 特定取引先への依存に伴うリスク 

コムシスグループの主たる事業はＮＴＴグループ各社を主要取引先とした、電気通信設備工事事

業であり、その依存度が50％を超えているため、ＮＴＴグループ各社の設備投資の規模や構造等の

動向により、コムシスグループの業績に影響を及ぼすリスクを有している。 

 

(2) 安全品質に関するリスク 

① コムシスグループは「安全は全てに優先する」をモットーに、人身事故はもとより設備事故を

含めた『事故の撲滅』を目標に、協力会社を含めた社員研修等の実施により、工事の安全品質

管理の徹底に取組んでいる。しかしながら、万が一、事故を発生させた場合、各取引先に対し

信頼を失うとともに、一定期間指名停止等による受注機会の喪失や瑕疵担保責任及び製造物責

任の履行等により、グループの業績に影響を及ぼすリスクを有している。 

② コムシスグループは、個人情報を含む取引先から委託された情報等の管理については、統括事

業会社のＩＳＭＳやプライバシーマークの認証取得の実績を活かし、グループ全体として情報

セキュリティ管理に万全を期している。しかしながら、万が一、預かった情報の処理・保管等

の再委託先による情報流出や外部からの不正アクセス等の犯罪行為による情報漏洩が発生した

場合、各取引先に対する信頼を失うとともに、管理責任を問われる損害賠償責任の履行等によ

り、グループの業績に影響を及ぼすリスクを有している。 

 

(3) 業績の季節変動に伴うリスク 

コムシスグループの主たる事業である電気通信設備工事事業においては、受注及び売上の計上が

年度末である３月に偏重する傾向があり、グループの連結会計期間の上半期と下半期の業績に著し

い相違が生じるリスクを有している。 

 

(4) 保有資産に関するリスク 

コムシスグループは、事業運営上の必要性から、不動産や有価証券等の資産や年金資産を保有し

ているが、時価の変動等により、グループの業績に影響を及ぼすリスクを有している。 

 

(5) 取引先の信用リスク 

コムシスグループは、取引先に関して外部調査機関等の利用によるリアルタイムな与信管理を厳

格に行うとともに、法務部門による契約書審査を行うなど、信用リスク回避に向けて万全の体制を

構築している。しかしながら、万が一、取引先の信用不安が発生した場合、当該取引先が顧客であ

れば工事代金の回収不能の発生または、外注先であれば工事の施工遅延等により、グループの業績

に影響を及ぼすリスクを有している。 
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５ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項なし。 

 

６ 【研究開発活動】 

コムシスグループでは、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、

主要事業である電気通信設備工事事業を効率的かつ安全に遂行するための研究開発をベースに、電話

時代からＩＰブロードバンド時代への急速な変革に合わせ、市場開拓戦略に対応した新分野技術及び

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、研究開発対象を示すと次のとおりである。 

なお、その他の事業について研究開発活動は特段行っていないため、事業別の記載を省略している。 

１ 研究開発費 

当連結会計年度における研究開発費は、３億２千万円である。 

２ 研究開発体制 

コムシスグループでは、日本コムシス株式会社の技術研究開発センタ、株式会社三和エレッ

クの技術研究開発センタ及び東日本システム建設株式会社の技術開発センタが行っている。 

なお、３統括事業会社以外の子会社において研究開発活動は特段行っていない。 

３ 研究開発対象 

＜日本コムシス株式会社＞ 

(1) 施工の効率化技術の研究開発 

① ビル成端箱内ユニット工法の開発 

② ２号ＡＯクロージャ蓋の開閉用爪の開発 

③ 反転ピンの開発 

④ 光ファイバーケーブルの張力計算ツールの開発 

(2) 工事安全及び品質向上技術の研究開発 

① 携帯電話を利用した作業指示システムの開発 

② 警告機能付き傾斜計の開発 

③ 絶縁圧着端子の開発 

(3) 新技術・システムの研究開発 

① Ｖｉｓｕａｌ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｔｏｏｌ 「ヤホーズ」の開発 

  （ＦＯＭＡのテレビ電話等を活用した次世代遠隔コミュニケーションシステム） 

② ケーブル耐震保護管の開発 

③ ＲＦＩＤ（非接触ＩＣ）タグを利用した資材管理システムの開発 
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＜株式会社三和エレック＞ 

(1) 省力化のための装置・器具の開発 

① 誘導探索型通線器の開発 

  ビル配管用で、操作性が良く且つルートが不明な場合の探索機能を備えた通線器の開

発 

② バッテリー接続クリップの開発 

  電力用バッテリー接続作業において、仮接続作業時に使用する工具の開発 

(2) 安全装置器具の開発 

作業確認音声報知器の開発 

誤配線・誤接続による設備事故を未然に防止するための、音声報知器の開発 

(3) 業務支援システムの開発 

工事管理システムの改良 

工事管理の支援システムの開発 

 

＜東日本システム建設株式会社＞ 

(1) 施工の効率化技術の研究開発 

① アラミド施工用テントの開発 

② 新型マンホール首部コンクリート外枠の開発 

③ 引上げ柱ＡＯクロージャ取付金物の開発 

(2) 工事安全及び品質向上技術の研究開発 

１Ｅ自在バンド調整機の開発 
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在においてコムシスグループが判断したものであ

る。 

(1) 重要な会計方針及び見積り 

コムシスグループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準

に基づき作成されている。この連結財務諸表の作成に当たって、必要と思われる見積り等は合理的

な基準に基づき実施しているが、見積り等には不確実性が伴うため、実際の結果は、これらの見積

り等とは異なる場合がある。なお、詳細については、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 

(1)連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる事項」に記載している。 

 

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

① 概要 

「第２ 事業の状況 １業績等の概要 (1)業績」に記載のように、当連結会計年度におけるコ

ムシスグループを取り巻く情報通信の分野においては、ブロードバンド化、ＩＰ化が一段と加速

する中、情報通信市場におけるマーケット構造そのものが大きな転換期を迎えるとともに、情報

通信事業者においても、顧客獲得に向けた競争はますます激しさを増している。このような環境

のもと、コムシスグループとしては、グループ全体の収益力向上にスピーディかつストラテジッ

クに取り組むとともに、コスト削減施策や現場業務改善施策についてもグループ全体として積極

的に展開した。この結果、当連結会計年度の売上高は2,936億８千万円、営業利益は150億６千万

円、経常利益は171億４千万円、当期純利益は83億４千万円となった。 

② 売上高 

ＮＴＴ情報通信エンジニアリング事業におけるＢフレッツ関連工事やＦＯＭＡ関連工事の受注

が堅調に推移したことによる受注の増加、ＮＴＴ及びＮＣＣ関連工事の協力会社を含めた施工体

制の強化等により、当連結会計年度の売上高は2,936億８千万円となり、前連結会計年度に比べ

447億２千万円の増収となった。なお、日本コムシス株式会社の連結子会社は、決算期変更（平成

16年12月期を平成17年３月期）により、会計期間が15ヶ月となっており、この影響で売上高は40

億６千万円増加している。 

③ 営業利益 

売上高の増加及び業務見直しによる経費の削減、企業年金制度の改定による退職給付費用の減

少、集中購買の徹底による材料購入価格の低廉化等により、当連結会計年度の営業利益は150億６

千万円となり、前連結会計年度に比べ42億７千万円の増益となった。 

④ 経常利益 

連結調整勘定償却額が10億３千万円増加したことなどにより、当連結会計年度の営業外損益の

純額は、前連結会計年度に比べ14億６千万円改善し20億８千万円のプラスとなった。この結果、

当連結会計年度の経常利益は171億４千万円となり、前連結会計年度に比べ57億４千万円の増益と

なった。 

⑤ 当期純利益 

当連結会計年度の特別利益は７億５千万円となった。これは固定資産売却益４億３千万円など

によるものである。また、特別損失は37億３千万円となった。これは貸倒引当金の繰入額11億４

千万円、特別退職金６億１千万円、減損損失４億２千万円などによるものである。この結果、当

連結会計年度の当期純利益は83億４千万円となり、前連結会計年度に比べ17億５千万円の増益と

なった。 
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(3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

① 財政状態 

（資産の部） 

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ30億３千万円減少し、2,086億

８千万円となった。これは主として、有形固定資産の売却等により、固定資産が28億１千万円減

少したことなどによるものである。 

（負債の部） 

当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ94億８千万円減少し、795億円

となった。これは主として、借入金の返済等により、短期借入金が41億円、長期借入金が13億８

千万円、社債の償還により、１年以内償還社債が13億円それぞれ減少したことなどによるもので

ある。 

（資本の部） 

当連結会計年度末における資本合計は、前連結会計年度末に比べ67億３千万円増加し、1,280億

６千万円となった。これは主として、当期純利益83億４千万円の計上等により、利益剰余金が60

億５千万円増加したことなどによるものである。 

これらの結果、株主資本比率は前連結会計年度の57.3％から当連結会計年度は61.4％に改善さ

れた。 

② キャッシュ・フロー 

キャッシュ・フローの分析については、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2)キャッシ

ュ・フローの状況」に記載している。 

③ 財政政策 

コムシスグループでは、有利子負債を圧縮し、連結ベースでの資金管理の強化を図るため、キ

ャッシュマネジメントシステム（ＣＭＳ）を導入している。また、当社において、緊急時の資金

調達手段の確保等を目的として総額90億円の貸出コミットメント契約を締結している。 

 

(4) 経営者の問題認識と今後の方針について 

コムシスグループを取り巻く市場環境は引き続き厳しい状況が予想されるが、次期平成17年度は、

当社が純粋持株会社として設立されて、第３期目に当たる。これまでも経営統合により一定の成果

を収めてきたが、次期は、各ステークホルダーから純粋持株会社方式による企業経営の真価が問わ

れる重要な１年と認識している。コムシスグループとしては、激変する市場環境の変化にスピーデ

ィかつダイナミックに対応し、「事業の選択と集中」、「ソリューション事業の拡大」、「経営改

善施策の推進」の経営ビジョンに基づく各施策を強力に推進し、更なる統合シナジー効果により、

グループ企業収益の 大化を図っていく所存である。 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度の当社の連結での設備投資総額は32億６千万円であり、主なものは経営規模の拡大、

施工の機械化等に伴う車両、工具器具備品の拡充・更新等の他、「フロント業務支援システム（ＣＯ

ＭＦＯＲＣＥ）」への投資である。 

 

２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

該当事項なし。 

(2) 国内子会社 

①日本コムシス株式会社 

帳簿価額(百万円) 
事業所名 

（所在地） 
事業の名称 設備の内容

建物・構築物
機械装置・運搬具

工具器具・備品

土地 

(面積千㎡) 
合計 

従業員数

(人) 

本社 

 （東京都港区） 

電気通信設備工事事業 

その他の事業 

工事基地

事務所 
5,037 989

8,851 
(48) 

14,878 1,701

東北支店 

（仙台市若林区） 
電気通信設備工事事業 

工事基地

事務所 
1,081 18

349 
(5) 

1,450 161

関東南支店 

（横浜市西区） 
電気通信設備工事事業 

工事基地

事務所 
209 3

725 
(6) 

938 17

関東中支店 

（さいたま市 

 大宮区） 

電気通信設備工事事業 
工事基地

事務所 
1,484 61

1,376 
(15) 

2,642 178

信越支店 

（長野県長野市） 
電気通信設備工事事業 

工事基地

事務所 
398 7

497 
(10) 

903 58

東海支店 

（名古屋市中区） 
電気通信設備工事事業 

工事基地

事務所 
957 209

350 
(0) 

1,517 150

関西支店 

（大阪市中央区） 
電気通信設備工事事業 

工事基地

事務所 
770 15

2,782 
(10) 

3,737 418

九州支店 

（福岡市博多区） 
電気通信設備工事事業 

工事基地

事務所 
302 1

756 
(6) 

1,332 189

(注) １ 金額には消費税等を含まない。 

２ 金額の百万円未満は切り捨てている。 

３ 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

４ リース契約による賃借資産の主なもの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) 

事務用電子機器等 90 4 201 334

工事用建設機械等 12 5 6 17

車両 72 5 82 187
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   ②日本コムシスグループの連結子会社 

 

帳簿価額(百万円) 
会社名 

（所在地） 
事業の名称 設備の内容

建物・構築物
機械装置・運搬具

工具器具・備品

土地 

(面積千㎡) 
合計 

従業員数

(人) 

東京通建㈱ 

 （東京都港区） 
電気通信設備工事事業 

工事基地

事務所 
310 129

684 
(5) 

1,125 172

日東通建㈱ 

（東京都港区） 
電気通信設備工事事業 工事基地 154 90

457 
(2) 

703 192

㈱大栄製作所 

（東京都港区） 
電気通信設備工事事業 

工事基地

事務所 
350 82

111 
(12) 

543 83

(注) １ 日本コムシス株式会社を除く。 

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。 

 

③株式会社三和エレック 

 

帳簿価額(百万円) 
事業所名 

（所在地） 
事業の名称 設備の内容

建物・構築物
機械装置・運搬具

工具器具・備品

土地 

(面積千㎡) 
合計 

従業員数

(人) 

本社 

 （東京都目黒区） 

電気通信設備工事事業 

その他の事業 

工事基地

事務所 
221 25

465 
(0) 

712 249

その他 
電気通信設備工事事業 

その他の事業 

工事基地

事務所 
1,085 159

984 
(8) 

2,229 233

(注) １ 主要な支店等を一括してその他として記載している。 

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。 

 

④三和エレックグループの連結子会社 

 

帳簿価額(百万円) 
会社名 

（所在地） 
事業の名称 設備の内容

建物・構築物
機械装置・運搬具

工具器具・備品

土地 

(面積千㎡) 
合計 

従業員数

(人) 

三和電子㈱ 

 （東京都千代田区） 

電気通信設備工事事業 

その他の事業 

工事基地

事務所 
383 52

530 
(3) 

966 266

㈱エス・イー・シ

ー・ハイテック 

（東京都中央区） 

電気通信設備工事事業 
工事基地

事務所 
181 19

101 
(0) 

301 210

(注) １ 株式会社三和エレックを除く。 

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。 
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⑤東日本システム建設株式会社 

 

帳簿価額(百万円) 
事業所名 

（所在地） 
事業の名称 設備の内容

建物・構築物
機械装置・運搬具

工具器具・備品

土地 

(面積千㎡) 
合計 

従業員数

(人) 

本社 

 （長野県長野市） 

電気通信設備工事事業 

その他の事業 

工事基地

事務所 
1,294 182

4,321 
(82) 

5,799 358

(注) １ 金額には消費税等を含めていない。 

２ 金額の百万円未満は切り捨てている。 

 

⑥東日本システム建設グループの連結子会社 

 

帳簿価額(百万円) 
会社名 

（所在地） 
事業の名称 設備の内容

建物・構築物
機械装置・運搬具

工具器具・備品

土地 

(面積千㎡) 
合計 

従業員数

(人) 

㈱トーシス長野 

 （長野県長野市） 
電気通信設備工事事業 工事基地 7 54 - 62 121

㈱トーシス新潟 

（新潟県新潟市） 
電気通信設備工事事業 工事基地 15 32

189 
(9) 

238 180

㈱トーシスアクテ

ィス 

（新潟県長岡市） 

電気通信設備工事事業 工事基地 147 58
195 
(11) 

401 150

(注) １ 東日本システム建設株式会社を除く。 

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。 

 

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

 

(1) 新設 

該当事項なし。 

 

(2) 除却等 

該当事項なし。 
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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 580,000,000

計 580,000,000

 

② 【発行済株式】 

 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成17年３月31日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成17年６月29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 145,977,886 145,977,886
東京証券取引所 
大阪証券取引所 
各市場第一部 

― 

計 145,977,886 145,977,886 ― ― 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項なし。 
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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15年９月29日 
(注)１ 

145,977,886 145,977,886 10,000 10,000 98,815 98,815

平成16年８月１日 
(注)２ 

― 145,977,886 ― 10,000 △40,000 58,815

(注) １ 資本金及び資本準備金増加額は、株式移転による設立に伴うものである。 

２ 商法第289条第２項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものである。 

 

(4) 【所有者別状況】 

平成17年３月31日現在 

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 

外国法人等 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 

個人以外 個人 

個人 
その他 

計 

単元未満
株式の状況

(株) 

株主数 
(人) 

0 81 31 162 210 1 9,349 9,834 ―

所有株式数 
(単元) 

0 61,401 3,040 17,671 39,180 4 22,860 144,156 1,821,886

所有株式数 
の割合(％) 

0.00 42.59 2.10 12.25 27.17 0.00 15.85 100.00 ―

(注) １ 自己株式4,820,137株は、「個人その他」に4,820単元及び「単元未満株式の状況」に137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、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、そ

れぞれ39単元及び100株含まれている。 
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(5) 【大株主の状況】 

平成17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 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 15,493 10.61

日本マスタートラスト 
信託銀行株式会社信託口 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 14,501 9.93

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社(三井ア
セット信託銀行再信託分・
株式会社フジクラ退職給付
信託口） 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 6,834 4.68

住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 5,166 3.53

古河電気工業株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 5,166 3.53

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区有楽町一丁目６番６号 
日本生命証券管理部内 

2,683 1.83

ビー・エヌ・ピー・パリ
バ・セキュリティーズ（ジ
ャパン）リミテッド 
（ビー・エヌ・ピー・パリ
バ証券会社） 

東京都千代田区大手町一丁目７番２号 東京
サンケイビル 

2,566 1.75

ソシエテジェネラルパリ 
オービーイーデェープト 
（常任代理人 ソシエテジ
ェネラル証券会社東京支
店） 

17 COURS VALMY 92987 PARIS-LA DEFENSE 
CEDEX FRANCE 
（東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森
ビル） 

2,461 1.68

富士通株式会社 
神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目１番１
号 

2,413 1.65

カリヨンディーエムエイ 
オーティシー 
（常任代理人 カリヨン 
 証券会社東京支店） 

9, QUAI DU PRESIDENT PAUL DOUMER BUREAU 
9D VB 07076 92920 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
FRANCE 
（東京都港区東新橋一丁目９番２号 汐留住
友ビル１５階） 

2,276 1.55

計 ― 59,561 40.80

(注) 当社は、平成17年３月31日現在自己株式4,820,137株（3.30％）を保有しているが、上記大株主から除外し

ている。 
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(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17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) ― ― ― 

(自己保有株式) 

普通株式 4,820,000

(相互保有株式) 
完全議決権株式(自己株式等) 

普通株式 187,000

― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 139,149,000 139,149 ― 

単元未満株式 普通株式 1,821,886 ― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 145,977,886 ― ― 

総株主の議決権 ― 139,149 ― 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、

それぞれ39,000株(議決権39個)及び100株含まれている。 

２ 単元未満株式数には当社所有の自己株式137株及び株式会社大栄製作所所有の相互保有株式92株、日新

電話設備株式会社所有の相互保有株式111株、徳島通信建設株式会社所有の相互保有株式500株が含まれ

ている。 

 

② 【自己株式等】 

平成17年３月31日現在 

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 
数の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

（自己保有株式） 
コムシスホールディングス
株式会社 

東京都品川区東五反田二
丁目17番１号 

4,820,000 ― 4,820,000 3.30

（相互保有株式） 
株式会社大栄製作所 

東京都港区高輪四丁目23
番５号 品川ステイショ
ンビル３階Ｃ号 

132,000 ― 132,000 0.09

 （相互保有株式） 
 日新電話設備株式会社 

東京都杉並区梅里二丁目
21番１号 

18,000 ― 18,000 0.01

（相互保有株式） 
オリエント通信建設株式会
社 

東京都大田区南馬込三丁
目13番７号 

3,000 ― 3,000 0.00

 （相互保有株式） 
 徳島通信建設株式会社 

徳島県徳島市新浜町三丁
目２番33号 

11,000 ― 11,000 0.00

 （相互保有株式） 
 旭通信株式会社 

神奈川県横須賀市舟倉二
丁目２番４号 

21,000 ― 21,000 0.01

 （相互保有株式） 
 株式会社サンヨ 

東京都町田市鶴間一丁目
20番５号 

1,000 ― 1,000 0.00

 （相互保有株式） 
 三陽電設株式会社 

東京都大田区大森北二丁
目３番１号 

1,000 ― 1,000 0.00

計 ― 5,007,000 ― 5,007,000 3.42
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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。当該制度は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づき新株予約権を発行する方法によるものである。 

当該制度の内容は次のとおりである。 

 決議年月日 平成17年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役及び使用人並びに当社関係会社の取締役及び使用人(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 1,000,000株を上限とする。(注)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 平成19年７月１日から平成23年６月30日まで 

新株予約権の行使の条件  各新株予約権の一部行使はできないこととする。 

その他権利行使の条件は、当社取締役会において決定する。 

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要する。 

(注) １ 付与対象者の人数については、今後の取締役会で決議するものとする。 

２ 新株予約権１個当たりの目的となる株式数（以下「付与株式数」という。）は1,000株とする。 

 

当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する（１株未

満の端数は切捨て）。ただし、かかる調整は、当該時点で行使または消却されていない新株予約権につ

いての付与株式数についてのみ行われるものとする。 

 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率 

 

また、当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調

整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の

上、合理的な範囲で付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、当該時点で行使または消却されて

いない新株予約権についての付与株式数についてのみ行われるものとする。 

 

３ 新株予約権の目的となる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）は、新株予約権を発

行する日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）の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「終値」という。）の平均値に1.05を乗じた金額（１円未満の端数は

切り上げ）、または発行日の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）のいずれか

高い金額とする。 

 

なお、発行日後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

 

① 当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の

結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

１ 
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率
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② 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（単

元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整

し、調整により生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。 

新規発行株式数×１株当たり払込金額
既発行株式数＋

時 価 調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 
既発行株式数＋新規発行株式数 

 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の

総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「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。 

 

③ 当社が資本の減少、合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて行使価額の調整を

必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社分割の条件等を勘案の

上、合理的な範囲で行使価額を調整する。 
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２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

 【株式の種類】  普通株式 

イ 【定時総会決議による買受けの状況】 

該当事項なし。 

 

ロ 【子会社からの買受けの状況】 

平成17年６月29日現在 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会での決議状況 

（平成17年１月27日決議） 

4,673,000  4,658,981,000  

前決議期間における取得自己株式 4,673,000  4,658,981,000  

残存決議株式数及び価額の総額 －  －  

未行使割合（％） 0.0  0.0  

 

ハ 【取締役会決議による買受けの状況】 

該当事項なし。 

 

ニ 【取得自己株式の処理状況】 

該当事項なし。 

 

ホ 【自己株式の保有状況】 

平成17年６月29日現在 

区分 株式数（株） 

保有自己株式数 4,820,137 

 

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】 

該当事項なし。 

 

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の

状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項なし。 

 

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等】 

該当事項なし。 
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３ 【配当政策】 

当社は、株主への利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しており、配当金については、安定

的・継続的な配当を基本に、業績の状況や配当性向などを総合的に勘案して行うこととしている。 

当期の配当については、上記の方針に基づき、１株当たり５円の中間配当を実施し、期末配当は７

円を予定していたが、経営統合後２年間の成果が出たことから、特別配当として３円加算し、期末配

当を10円とすることとした。これにより年間配当は１株当たり15円となった。 

内部留保資金の使途については、今後の事業展開への備えとして投入していくこととしている。 

 

（注）当期の中間配当に関する取締役会決議日 平成16年11月19日 

 

４ 【株価の推移】 

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

 

回次 第１期 第２期 

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 

高(円) 898 1,010  

低(円) 504 683  

(注) 高・ 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。なお、当社は平成15年９月29日に設

立しており、それ以前については該当しない。 

 

(2) 【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

 

月別 平成16年10月 11月 12月 平成17年１月 ２月 ３月 

高(円) 891 899 966 1,010 997 991

低(円) 771 793 826 941 900 873

(注) 高・ 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。 
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５ 【役員の状況】 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴及び他の会社の代表状況 
所有株式数
(千株) 

平成６年６月 日本電信電話株式会社取締役信越

支社長 

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 

平成14年６月 日本コムシス株式会社取締役副社

長 

平成15年６月 同社代表取締役社長(現任) 

平成15年９月 当社代表取締役社長(現任) 

代表取締役 
社長 

 島 田 博 文 昭和15年８月１日生

＜他の会社の代表状況＞ 

日本コムシス株式会社代表取締役社長 

23

平成３年７月 日本電信電話株式会社東海支社副

支社長 

平成６年６月 同社理事 

株式会社アイレック技建代表取締

役社長 

平成８年６月 社団法人電信電話工事協会専務理

事 

平成13年６月 株式会社三和エレック（現サンワ

コムシスエンジニアリング株式会

社）代表取締役副社長 

平成14年６月 同社代表取締役社長(現任) 

平成15年９月 当社取締役(現任) 

取締役  孫 田 忠 誠 昭和19年６月19日生

＜他の会社の代表状況＞ 

サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取

締役社長 

9

平成３年７月 日本電信電話株式会社画像通信事

業本部映像通信サービス部長 

平成６年４月 新潟電話工業株式会社顧問 

平成６年10月 同社代表取締役社長 

平成９年４月 東日本システム建設株式会社代表

取締役社長(現任) 

平成15年９月 当社取締役(現任) 

取締役  真 柄 成 一 昭和19年12月５日生

＜他の会社の代表状況＞ 

東日本システム建設株式会社代表取締役社長 

83

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 日本コムシス株式会社技術本部担

当部長 

平成11年１月 同社総合システム本部第二営業部

長 

平成11年６月 同社執行役員総合システム本部副

本部長 

平成12年７月 同社常務執行役員営業統括本部Ｎ

ＴＴ第二営業本部長 

平成12年10月 同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 同社常務執行役員営業統括本部長 

平成14年４月 同社常務執行役員経営企画本部副

本部長 

平成14年６月 同社常務取締役経営企画本部長 

平成15年９月 当社取締役経営企画部長(現任) 

平成17年４月 サンワコムシスエンジニアリング

株式会社代表取締役副社長ネット

ワーク＆ソリューション事業本部

長（現任） 

取締役 経営企画部長 野 田   馨 昭和20年10月22日生

＜他の会社の代表状況＞ 

サンワコムシスエンジニアリング株式会社代表取

締役副社長 

12
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株) 

平成11年７月 東日本電信電話株式会社取締役法

人営業副本部長 

平成12年６月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコ

モ取締役法人営業本部副本部長 

平成13年６月 同社取締役法人営業本部長 

平成14年６月 同社常務取締役法人営業本部長 

平成16年６月 日本コムシス株式会社常務取締役

ＩＴ推進本部長 

平成17年４月 同社常務取締役ＩＴビジネス事業

本部長 

平成17年６月 同社常務取締役ＩＴビジネス事業

本部長兼ＩＴビジネス事業本部社

内ＩＴ部長(現任) 

取締役  潮 田 邦 夫 昭和21年９月22日生

平成17年６月 当社取締役(現任) 

4

平成７年７月 日本コムシス株式会社技術本部線

路技術部副部長 

平成10年７月 同社技術本部アクセス技術部長 

平成11年６月 同社執行役員関東南支店長 

平成13年９月 同社執行役員官公庁営業本部長 

平成15年６月 同社執行役員官公庁営業本部長兼

安全品質管理本部長 

平成15年７月 同社常務執行役員安全品質管理本

部長 

平成17年６月 同社常務取締役コンプライアンス

推進部長兼安全品質管理本部長 

(現任) 

取締役  柴 田 悦 男 昭和18年11月21日生

平成17年６月 当社取締役(現任) 

4

平成７年７月 日本電信電話株式会社小田原支店

長 

平成９年７月 エヌ・ティ・ティ・テレコムエン

ジニアリング関東株式会社取締役

メンテナンス部長 

平成10年６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12年７月 日本コムシス株式会社営業統括本

部ＮＴＴ営業本部副本部長 

平成14年４月 同社ＮＴＴ営業本部副本部長 

平成14年７月 同社執行役員ＮＴＴ営業本部副本

部長 

平成16年４月 同社執行役員ＮＴＴ事業本部ＮＴ

Ｔ営業本部長兼宅内サービス部長 

平成16年７月 同社常務執行役員ＮＴＴ事業本部

長兼ＮＴＴ営業部長(現任) 

取締役  冨 永 秀 一 昭和23年６月28日生

平成17年６月 当社取締役(現任) 

4
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
(千株) 

平成８年８月 日本電信電話株式会社グループ企

業本部統括調整部担当部長 

エヌ・ティ・ティ・インターナシ

ョナル株式会社へ出向 

平成８年12月 エヌ・ティ・ティ・インターナシ

ョナル株式会社取締役マーケティ

ング部長 

平成11年７月 同社取締役総務部長 

平成11年12月 同社代表取締役社長 

平成12年10月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケー

ションズ株式会社ソリューション

事業部担当部長 

平成12年11月 同社ソリューション事業部企画部

長 

平成14年７月 同社理事ソリューション事業部企

画部長 

平成15年２月 日本コムシス株式会社総務部担当

部長 

平成15年４月 同社総務部長 

平成15年６月 同社取締役総務部長 

平成15年９月 当社取締役総務人事部長(現任) 

取締役 総務人事部長 宮 脇 良 秋 昭和22年９月９日生

平成17年６月 日本コムシス株式会社常務取締役

総務部長（現任） 

2

平成６年７月 日本電信電話株式会社山口支店長 

平成９年８月 同社関西ネットワークセンタ所長 

平成11年１月 同社長距離国際会社移行本部ネッ

トワーク事業部東日本ネットワー

ク設備センタ所長 

平成11年７月 エヌ・ティ・ティ・コミュニケー

ションズ株式会社ネットワーク事

業部東日本ネットワーク設備セン

タ所長 

平成12年７月 日本コムシス株式会社技術研究開

発センタ所長 

平成14年３月 同社東海支店長 

平成14年７月 同社執行役員東海支店長 

平成17年４月 同社執行役員経営企画本部長 

平成17年６月 同社執行役員経営企画本部長兼事

業推進本部長兼事業推進本部パー

トナーリンク推進部長（現任） 

取締役  関 口 明 良 昭和23年５月６日生

平成17年６月 当社取締役（現任） 

6

平成元年４月 日本電信電話株式会社九州支社経

理部長 

平成元年７月 同社企業通信システム事業本部総

務経理部担当部長 

平成３年７月 同社企業通信システム本部総務経

理部担当部長 

平成５年３月 同社経理部担当部長 

平成７年12月 同社香川支店長 

平成11年７月 西日本電信電話株式会社香川支店

長 

平成12年７月 同社財務部長 

平成14年７月 同社理事財務部長 

平成15年７月 日本コムシス株式会社執行役員 

平成15年９月 当社取締役財務部長（現任） 

平成16年７月 日本コムシス株式会社執行役員財

務部長兼広報室長 

取締役 財務部長 三 又 善 博 昭和25年７月７日 

平成17年６月 同社取締役財務部長（現任） 

2
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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63年３月 日本電信電話株式会社姫路電報電

話局長 

平成３年６月 三和大榮電氣興業株式会社（現サ

ンワコムシスエンジニアリング株

式会社）取締役 

平成８年６月 同社常務取締役ＮＴＴ営業本部長

兼安全品質管理本部長兼エンジニ

アリング本部長 

平成11年６月 同社常務執行役員安全品質管理本

部長 

平成12年４月 同社上席執行役員経営企画本部副

本部長 

平成12年６月 同社上席執行役員ネットワーク基

盤事業本部長兼安全品質管理本部

長 

平成13年２月 同社上席執行役員アクセスシステ

ム事業本部長兼安全品質管理本部

長 

平成13年６月 同社常勤監査役 

平成16年６月 日本コムシス株式会社監査役（現

任） 

常勤監査役  吉 原 正 大 昭和17年３月21日生

平成16年６月 当社常勤監査役（現任） 

3

平成５年７月 日本コムシス株式会社通信システ

ム本部業務部長 

平成７年７月 同社労務厚生部長 

平成９年７月 同社人事部長兼人材開発部長 

平成12年７月 同社執行役員人事部長兼人材開発

部長 

平成14年４月 同社執行役員人事部長 

平成15年６月 同社常勤監査役(現任) 

監査役  溝 口 武 朗 昭和18年10月４日生

平成15年９月 当社監査役(現任) 

4

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 

平成11年６月 日本コムシス株式会社監査役(現

任) 

監査役  垣 見   隆 昭和17年12月27日 

平成15年９月 当社監査役(現任) 

2

平成５年１月 株式会社三菱銀行八重洲通支店長 

平成７年６月 株式会社ディーシーカード出向代

表取締役常務取締役 

平成11年10月 株式会社ナカノコーポレーション

（現株式会社ナカノフドー建設）

取締役副社長 

平成16年４月 同社専務取締役 

平成16年６月 同社顧問 

平成17年６月 日本コムシス株式会社監査役(現

任) 

監査役  後 藤 邦 彦 昭和19年12月16日 

平成17年６月 当社監査役(現任) 

―

計 155

(注) 監査役 垣見 隆氏及び後藤邦彦氏は、「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。 
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

コムシスグループは、経営ビジョンの一つとして、「各ステークホルダーから『 良の選択』と評

価される会社」になることを掲げている。それを実現するため、社外の有識者で構成する「アドバイ

ザリー・ボード」の設置、ＩＲ部の体制強化による適時適切な情報の開示と透明性の確保及び社内体

制の整備など、グループにおける経営の透明性や経営の効率性・健全性を確保し、コーポレート・ガ

バナンスを有効に機能させるために、経営環境の変化に迅速、かつ柔軟に対応できる組織と株主の皆

様をはじめとした各ステークホルダー重視の公正な経営体制を構築し、企業の社会的責任を誠実に果

たしていくものとする。 

 

(1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

コムシスグループのコーポレート・ガバナンスの法的な枠組みとしては、経営を監視する仕組み

として商法に基づく監査役設置会社制度を採用している。法的に監査役の機能が強化されたことや

会社業務に精通した社内取締役により実態に即した経営が可能であると考えている。経営戦略に関

する 高意思決定機関である取締役会は10名の取締役により構成され、取締役会規程に基づき定例

取締役会（月１回）と必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令で定められた事項及び経営

に関する重要事項について意思決定を行っている。社外監査役を含む監査役４名は取締役会に常時

出席し、業務執行上の課題について意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監査している。な

お、社外取締役は選任していない。 

取締役会付議事項を含むグループ内の重要な経営意思決定事項については、コムシスグループに

おいて、審議・報告ルールを明確にしたグループ協定を締結し、取締役及び常勤監査役で構成され

ている経営会議（月２回）で、審議検討している。運営にあたり、業務執行に係わる審議の迅速

化・適正化を図るとともに重要な審議機関の場であることを踏まえて、10名の取締役に加え、監査

役が１名出席し、適法性について有効・適切な監査が行われるようにしている。 

なお、定例取締役会・臨時取締役会並びに経営会議には各部門長がオブザーバーとして出席し、

意思決定内容が的確に把握できるようにしている。 

また、業務執行については各取締役の指揮のもと、担当業務別に執行会議を開催している。 
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当社の業務執行体制、経営監視及び内部統制を図式化すると概ね次のとおりとなる。 

 

 

 

(2) リスク管理体制の整備の状況 

当社は、激しく変化する事業環境の中で、企業価値の維持・増大を図るためには、当社を取り巻

くさまざまなリスクを適切に管理することが重要であると認識している。コムシスグループの事業

遂行に関するリスクに対して、平成16年９月にグループの危機管理体制を強化するために、３統括

事業会社内に新たにリスク管理プロジェクトを設置し、日常業務におけるリスクマネジメント及び

危機管理体制の整備を行っている。 

 

(3) 内部監査及び監査役監査並びに会計監査の状況 

監査役会は、社外監査役２名を含む４名により構成されており、定例及び臨時の取締役会に出席

し、常勤監査役は、社内の重要会議及び３統括事業会社の常務会に定例メンバとして出席している。

運営に関しては、専任組織・スタッフは有していないが、グループ常勤監査役会（月１回）の開催
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を通じて、３統括事業会社の監査役との協働に注力している。また、各社の内部監査担当部門や会

計監査人との緊密な連携等により、監査役会が策定した監査計画に従い、業務執行状況に関し適正

かつ効率的に行われているかを常に監視できる体制を築いている。更に、業務執行の課題等につい

て、社長に直接意見具申する場として、定例的なミーティングを開催している。なお、当社と社外

監査役との間に特別の利害関係はない。 

また、３統括事業会社において、内部監査担当部門が、グループ各社・各部門を対象に業務監査

を計画的に実施している。監査結果を当該統括事業会社の担当役員へ報告するとともに、被監査部

門等に対し、改善事項の指摘・指導を適時行っている。 

当社は、商法に基づく会計監査及び証券取引法に基づく会計監査を公認会計士桜友共同事務所に

依頼しているが、同会計事務所及び当社監査に従事する公認会計士と当社との間には、特別の利害

関係はない。 

業務を執行した公認会計士の氏名 

公認会計士 宮下英次氏（公認会計士桜友共同事務所 代表構成員） 

公認会計士 丹羽秀夫氏（公認会計士桜友共同事務所 代表構成員） 

公認会計士 斉藤 孝氏（公認会計士桜友共同事務所 構成員） 

監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士桜友共同事務所に所属する公認会計士 ８名 

審査体制 

意見表明に関する審査については、前記事務所に常置されている審査委員会（証券取引法

に基づく監査の業務執行者のみ、委員長以下８名で構成されている。）において、当社の監

査証明業務に従事していない委員により実施されているとの報告を受けている。 

 

(4) 役員報酬及び監査報酬の内容 

当期において、当社が取締役及び監査役に支払った役員報酬は、以下のとおりである。 

取 締 役（９名）    54百万円 

監 査 役（５名）    20百万円 

     計       74百万円 

※監査役の人数には、平成16年６月29日に退任した監査役１名を含んでおり、また、上記金

額のほか、同日開催の第１回定時株主総会決議に基づく退職慰労金（監査役１百万円）を

支払っている。 

当期において、当社グループが会計監査人に対して支払った報酬は、以下のとおりである。 

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 39百万円 

上記以外の業務に基づく報酬 －百万円 

計 39百万円 

 

(5) 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関

係者の概要 

当社は社外取締役を選任していない。また社外監査役について、当該事項はない。 

 

(6) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの 近１年間における実施状況 

経営の多面的視野を確保するために、コムシスグループの抱える経営課題について、その課題解

決の方向性について助言を得る場として、企業経営者・学識専門家等で構成される「アドバイザリ

ー・ボード」を設置し、客観的な立場から広範囲にわたってのアドバイスを受け、経営戦略、コー

ポレート・ガバナンスの強化を図っている。 

また、企業倫理の確立、コンプライアンスの徹底については、コンプライアンス担当取締役を任

命し、同取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を設置している。グループ全体のコンプラ
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イアンス委員会（年４回）を開催し、３統括事業会社から選出された委員の審議を通じてグループ

全体のコンプライアンス・マインドの向上に取り組んでいる。また、グループ各社においてもコン

プライアンス委員会を設置し、各社における教育、研修により、「企業理念」や「行動指針」の一

層の浸透を図り、コンプライアンスの確立に努めているものである。 

 



ファイル名:050_0187700101706.doc 更新日時:2005/06/26 2:10 印刷日時:05/06/26 3:25 

― 49 ― 

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。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和

24年建設省令第14号)に準じて記載している。 

ただし、前連結会計年度(平成15年４月１日から平成16年３月31日まで)については、「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府

令第５号)附則第２項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

(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。)に基づいて作成している。 

ただし、前事業年度(平成15年９月29日から平成16年３月31日まで)については、「財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第

５号)附則第２項のただし書きにより、改正前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15年４月１日から平成16年

３月31日まで)及び当連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)の連結財務諸表並び

に前事業年度(平成15年９月29日から平成16年３月31日まで)及び当事業年度(平成16年４月１日から平

成17年３月31日まで)の財務諸表について、公認会計士 宮下英次氏、公認会計士 丹羽秀夫氏及び公

認会計士 斉藤孝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16年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成17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 ※３ 33,090  37,360

２ 受取手形・ 
  完成工事未収入金等 

 80,577  80,045

３ 有価証券  216  214

４ 未成工事支出金等  23,424  19,374

５ 繰延税金資産  2,215  2,884

６ その他  2,999  2,410

貸倒引当金  △234  △220

流動資産合計  142,289 67.2  142,069 68.1

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物・構築物 ※３ 30,812 29,350 

減価償却累計額  13,171 17,640 13,384 15,966

(2) 機械・運搬具・ 
工具器具備品 

 19,124 18,165 

減価償却累計額  13,533 5,590 13,270 4,895

(3) 土地 ※3,8 27,418  26,091

(4) 建設仮勘定  2  10

有形固定資産合計  50,651 23.9  46,962 22.5

２ 無形固定資産  1,807 0.9  1,667 0.8

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※1,3 5,625  6,000

(2) 長期貸付金  3,169  3,677

(3) 前払年金費用  ―  1,042

(4) 繰延税金資産  2,952  3,107

(5) その他  7,489  6,453

貸倒引当金  △2,266  △2,301

投資その他の資産合計  16,969 8.0  17,980 8.6

固定資産合計  69,428 32.8  66,610 31.9

Ⅲ 繰延資産  0 0.0  ― ―

資産合計  211,718 100.0  208,680 100.0
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前連結会計年度 

(平成16年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成17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 支払手形・工事未払金等  43,364  44,298

２ 短期借入金 ※３ 6,034  1,924

３ 一年以内償還社債 ※３ 1,300  ―

４ 未払法人税等  4,372  3,924

５ 未成工事受入金  6,527  4,753

６ 完成工事補償引当金  122  165

７ 構造改革引当金  ―  189

８ その他  5,465  6,582

流動負債合計  67,186 31.7  61,839 29.6

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金 ※３ 4,149  2,767

２ 繰延税金負債  1,160  1,258

３ 再評価に係る繰延税金 
  負債 

※８ 2,365  2,365

４ 退職給付引当金  6,227  4,878

５ 役員退職慰労引当金  793  754

６ 連結調整勘定  7,056  5,584

７ その他  46  54

固定負債合計  21,799 10.3  17,664 8.5

負債合計  88,986 42.0  79,503 38.1

(少数株主持分)   

少数株主持分  1,405 0.7  1,114 0.5

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※６ 10,000 4.7  10,000 4.8

Ⅱ 資本剰余金  56,613 26.7  56,613 27.1

Ⅲ 利益剰余金  66,845 31.6  72,904 34.9

Ⅳ 土地再評価差額金 ※８ △8,514 △4.0  △7,922 △3.8

Ⅴ その他有価証券評価差額金  210 0.1  365 0.2

Ⅵ 自己株式 ※７ △3,828 △1.8  △3,897 △1.8

資本合計  121,326 57.3  128,062 61.4

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 211,718 100.0  208,680 100.0
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② 【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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  248,960 100.0  293,681 100.0

Ⅱ 売上原価  220,037 88.4  257,791 87.8

売上総利益  28,923 11.6  35,889 12.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 18,137 7.3  20,826 7.1

営業利益  10,786 4.3  15,062 5.1

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  105 108 

２ 受取配当金  87 156 

３ 連結調整勘定償却額  593 1,627 

４ その他  441 1,228 0.5 451 2,344 0.8

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  149 168 

２ 為替差損  170 ― 

３ 創立費償却  149 ― 

４ その他  144 614 0.2 93 262 0.1

経常利益  11,400 4.6  17,144 5.8

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※３ ― 438 

２ 厚生年金基金代行部分 
返上益 

 1,104 ― 

３ 経営統合に伴う連結調整 
勘定の一括償却額 

 887 ― 

４ その他  503 2,495 1.0 317 755 0.2

Ⅶ 特別損失   

１ 投資有価証券評価損  1,071 481 

２ 減損損失 ※４ ― 422 

３ 貸倒引当金繰入額  548 1,147 

４ 構造改革引当金繰入額  ― 189 

５ 特別退職金  283 610 

６ その他  737 2,640 1.1 879 3,730 1.2

税金等調整前当期純利益  11,255 4.5  14,170 4.8

法人税、住民税及び 
事業税 

 4,875 6,751 

法人税等調整額  △538 4,336 1.8 △794 5,957 2.0

少数株主利益又は少数株 
主損失(△) 

 326 0.1  △136 △0.0

当期純利益  6,591 2.6  8,349 2.8
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③ 【連結剰余金計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  30,735  56,613

Ⅱ 資本剰余金増加高   

１ 株式移転に伴う増加高  25,877 25,877 ― ―

Ⅲ 資本剰余金期末残高  56,613  56,613

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  61,158  66,845

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 当期純利益  6,591 8,349 

２ 子会社合併に伴う増加高  85 ― 

３ 連結範囲変更に伴う 
増加高 

 ― 6,676 128 8,477

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 株主配当金  918 1,693 

２ 役員賞与  71 134 

３ 土地再評価差額金取崩額  ― 989 591 2,418

Ⅳ 利益剰余金期末残高  66,845  72,904

      

 



ファイル名:080_a_0187700101706.doc 更新日時:2005/06/26 2:10 印刷日時:05/06/26 3:26 

― 54 ― 

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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  11,255 14,170 

２ 減価償却費  3,944 4,286 

３ 固定資産売却益  ― △438 

４ 投資有価証券評価損  1,071 481 

５ 減損損失  ― 422 

６ 貸倒引当金の増加額  558 21 

７ 退職給付引当金の減少額  △920 △1,344 

８ 受取利息及び受取配当金  △193 △265 

９ 支払利息  149 168 

10 有形固定資産除却損  137 124 

11 売上債権の減少・増加（△）額  △11,296 1,611 

12 未成工事支出金等たな卸資産の減少額  4,226 4,037 

13 支払手形・工事未払金等の増加額  5,075 3,187 

14 その他資産の減少額・増加（△）額  230 △62 

15 その他負債の減少額  △2,070 △2,156 

16 役員賞与の支払額  △79 △142 

17 連結調整勘定償却額  △1,481 △1,627 

18 その他  89 △303 

小計  10,697 22,170 

19 利息及び配当金の受取額  180 265 

20 利息の支払額  △138 △173 

21 法人税等の支払額  △834 △7,527 

22 法人税等の還付額  2,197 ― 

営業活動によるキャッシュ・フロー  12,101 14,735 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
１ 定期預金の払出による収入・預入 

による支出（△） 
 1,032 △1,930 

２ 有価証券の売却による収入  120 ― 

３ 投資有価証券の取得による支出  △202 △171 

４ 投資有価証券の売却による収入  839 248 

５ 有形固定資産の取得による支出  △1,815 △2,752 

６ 無形固定資産の取得による支出  △619 △518 

７ 有形固定資産の売却による収入  104 2,122 

８ 貸付による支出  △311 △1,077 

９ 貸付金の回収による収入  588 496 

10 その他投資の増減額  180 △1,247 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △83 △4,831 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純減額  △4,746 △1,185 

２ 長期借入金返済による支出  △1,760 △3,200 

３ 長期借入金による収入  387 26 

４ 社債の償還による支出  ― △1,300 

５ 自己株式の取得による支出  △735 △69 

６ 配当金の支払額  △918 △1,693 

７ 少数株主への配当金の支払額  △5 △3 

８ 株式移転交付金支払額  △679 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △8,457 △7,426 
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前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日
至 平成16年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

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加額  3,561 2,477 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  25,410 32,889 

Ⅶ 株式移転による現金及び現金同等物の 
  増加額 

 3,917 ― 

Ⅷ 子会社の連結除外による現金及び現金同等
物の減少額 

 ― △80 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高  32,889 35,287 
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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15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事

項 

(1) 連結子会社の数 33社 

  主要な連結子会社は、「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。 

(1) 連結子会社の数  30社 

  主要な連結子会社は、「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。 

なお、連結子会社であった㈱サン

ワコーポレーションは、平成16年８

月１日に主たる事業を連結子会社の

コムシス通産㈱に譲渡したことに伴

い、連結の範囲から除外している。

また、連結子会社であったトーシ

スユニテック㈱とコムシス信越エン

ジニアリング㈱は、平成16年７月１

日にトーシスユニテック㈱を存続会

社として合併し、同日付けで㈱アル

スターに商号変更している。 

同じく連結子会社であった㈱サ

ン・アクセスと茨城電電建設㈱は、

平成16年10月１日に㈱サン・アクセ

スを存続会社として合併し、同日付

けで㈱サンネットコムに商号変更し

ている。 

 (2) 主要な非連結子会社名は、次のと

おりである。 

  コムシスシェアードサービス㈱ 

  (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)

及び利益剰余金(持分に見合う額)

等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためで

ある。 

(2) 主要な非連結子会社名は、次の

とおりである。 

  コムシスシェアードサービス㈱ 

  (連結の範囲から除いた理由) 

   同 左 

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

ムシスシェアードサービス㈱外)及

び関連会社(國際電設㈱外)は、それ

ぞれ当期純損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合う額)等に

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)    同 左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 連結子会社の事業年度

等に関する事項 

一部の連結子会社は、決算日が12月

31日である。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、

同決算日現在の財務諸表を使用してい

る。ただし、１月１日から連結決算日

３月31日までの期間に発生した重要な

取引については、連結上必要な調整を

行っている。 

一部の連結子会社は、決算日が12月

31日であったが、当連結会計年度から

連結決算日の３月31日に変更を行って

いる。 

前連結会計年度の連結財務諸表の作

成に当たっては、12月31日現在の財務

諸表を使用していたため、当連結会計

年度の連結損益計算書には、15ヶ月分

の損益取引が含まれている。 

上記以外の連結子会社の事業年度は

連結財務諸表提出会社と同一である。

 

４ 株式移転に伴う資本連

結手続に関する事項 

 日本コムシス㈱、㈱三和エレック及

び東日本システム建設㈱は、株式移転

制度を利用し共同で完全親会社となる

コムシスホールディングス㈱を設立し

た。 

 この企業結合に関する資本連結手続

は「株式交換及び株式移転制度を利用

して完全親子会社関係を創設する場合

の資本連結手続」(日本公認会計士協

会会計制度委員会研究報告第６号)に

準拠している。 

 資本連結にあたっては、株式移転比

率を総合的に考慮して、結合当事会社

のうち日本コムシス㈱を取得会社、㈱

三和エレック及び東日本システム建設

㈱を被取得会社として識別した結果、

日本コムシス㈱及びその連結子会社に

ついては持分プーリング法に準じた方

法を適用し、㈱三和エレック及びその

連結子会社並びに東日本システム建設

㈱及びその連結子会社についてはパー

チェス法を適用している。 

 株式移転比率 

完全 
親会社 

日本コム
シス㈱

㈱三和
エレック

東日本
システム
建設㈱

1 1 0.27 0.98 

  

―――― 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

５ 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)      

  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し、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 

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 

同 左 

      

 

 

 

   ロ 時価のないもの 

同 左 

      

  (2) デリバティブ 

   時価法 

 (2) デリバティブ 

同 左    

  (3) たな卸資産 

   未成工事支出金等 

    主として個別法による原価法

 (3) たな卸資産 

   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 

   定率法を採用している。 

   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)

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 重要な繰延資産の処理方法 

   創立費は支払時に全額費用処理

している。 

３      ―――― 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 ４ 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。 

４ 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の費用に備

えるため、当連結会計年度の完成

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 

  (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

に基づき計上している。 

   なお、過去勤務債務は主として

発生時に一括処理しており、数理

計算上の差異は主として発生時に

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。 

 (3) 退職給付引当金 

同 左 

   (追加情報） 

   日本コムシス㈱は確定給付企業

年金法の施行に伴い、厚生年金基

金の代行部分について、平成15年

８月13日に厚生労働大臣から将来

分支給義務免除の認可を受けた。

   日本コムシス㈱は「退職給付会

計に関する実務指針（中間報

告）」（日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第13号）第47－２

項に定める経過措置を適用し、当

該将来分返上認可の日において代

行部分に係る退職給付債務と年金

資産を消滅したものとみなして会

計処理している。 

   本処理に伴う当連結会計年度に

おける損益に与えている影響額

は、特別利益として1,104百万円

計上している。 

   また、当連結会計年度末日現在

において測定された返還相当額

（ 低責任準備金）は、5,506百

万円である。 

―――― 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (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) 構造改革引当金 

   事業再編に伴い、連結子会社の

一部において今後発生が見込まれ

る費用について、合理的に見積ら

れる金額を計上している。 

 ５ 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。

５ 重要なリース取引の処理方法 

同 左 

 ６ 重要なヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっている。

ただし、金利スワップについては

特例処理の条件を充たしている場

合には特例処理を採用している。

６ 重要なヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同 左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 

   デリバティブ取引（金利オプシ

ョン、金利スワップ及び為替予約

取引） 

   ヘッジ対象 

   相場変動等による損失の可能性

がある資産または負債のうち、相

場変動等が評価に反映されていな

いもの及びキャッシュ・フローが

固定されその変動が回避されるも

の。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 

同 左 

 

 

   ヘッジ対象 

同 左 

 

  (3) ヘッジ方針 

   相場変動等による重要な影響の

恐れのある場合は、基本的にヘッ

ジ取引を行っている。 

 (3) ヘッジ方針 

同 左 

 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段の変動額の累計とヘ

ッジ対象の変動額の累計を比較し

て、有効性の判断を行っている。

   ただし、特例処理によっている

スワップについては、有効性の評

価を省略している。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

 

 ７ その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

  消費税等の会計処理について 

   消費税等の会計処理は税抜方式

によっている。 

７ その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

  消費税等の会計処理について 

同 左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

６ 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 

７ 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。

ただし、実質的判断による年数の見積

が可能なものはその見積年数で償却し

ている。 

同 左 

８ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度

中に確定した利益処分に基づいて作成

している。 

同 左 

９ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなってい

る。 

同 左 

 

会計方針の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損

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14年８月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日)が平成16年３月31日に終了す

る連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できるこ

とになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基

準及び同適用指針を適用している。 

 連結子会社が所有している貸与資産について減損損

失処理を行い、税金等調整前当期純利益は422百万円

減少している。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除してい

る。  
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表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― （連結貸借対照表） 

 「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用となること及び「金融商品会計に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平

成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当連結会

計年度から投資事業有限責任組合及びそれに類する組

合への出資（証券取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）を投資その他の資産の「その他」

から「投資有価証券」として表示する方法に変更し

た。この変更により「投資有価証券」は527百万円増

加し、「その他」は同額減少している。 

 

――――― （連結損益計算書） 

特別利益の「固定資産売却益」については、前連結

会計年度において特別利益の「その他」に含めて表示

していたが、特別利益総額の100分10を超えることと

なったため、当連結会計年度から区分掲記することと

した。 

なお、前連結会計年度における「固定資産売却益」

の金額は91百万円である。 

 

――――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 

１ 営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産

売却益」は、前連結会計年度において「その他」に

含めて表示していたが、金額的重要性が増したため

区分掲記することとした。 

  なお、前連結会計年度における「固定資産売却

益」の金額は91百万円である。 

 

２ 営業活動によるキャッシュ・フローの「法人税等

の還付額」は、当連結会計年度において、金額的重

要性が乏しくなったため「法人税等の支払額」に含

めることとした。 

  なお、当連結会計年度における「法人税等の還付

額」の金額は335百万円である。 
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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16年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成17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) 590百万円
 

※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) 662百万円
 

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。 

 コムシスタイランド㈱ 1,484百万円
 

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。 

 コムシスタイランド㈱ 1,024百万円
 

※３ 担保に供している資産 

 短期借入金2,883百万円、長期借入金4,064百万

円、1年以内償還社債1,300百万円に対し、下記の

資産を担保に供している。 

現金預金(定期預金) 10百万円

土地 5,053 

建物・構築物 2,592 

投資有価証券 484 

計 8,140 
 

※３ 担保に供している資産 

 短期借入金1,200百万円、長期借入金2,622百万

円に対し、下記の資産を担保に供している。 

現金預金(定期預金) 20百万円

土地 2,974 

建物・構築物 2,063 

投資有価証券 464 

計 5,521 
 

 ４ 受取手形割引高           91百万円  ４ 受取手形割引高           49百万円

   受取手形裏書譲渡高         114 

 ５  当社は、取引銀行５行と貸出コミットメント契

約を締結している。これら契約に基づく当連結会

計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

貸出コミットメントの総額 17,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 17,000 
 

 ５  当社は、取引銀行５行と貸出コミットメント契

約を締結している。これら契約に基づく当連結会

計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

貸出コミットメントの総額 9,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 9,000 
 

※６ 当社の発行済株式総数は、普通株式145,977千株

である。 

※６ 当社の発行済株式総数は、普通株式145,977千株

である。 

※７ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

4,876千株である。 

※７ 連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

4,885千株である。 

※８ 土地の再評価 

   日本コムシス㈱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、「土地再評価差額金」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 

   再評価を行った土地の期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額   …… △1,494百万円

※８ 土地の再評価 

   日本コムシス㈱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、「土地再評価差額金」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 

   再評価を行った土地の期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額   …… △1,766百万円
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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。 

従業員給与 7,860百万円
  

※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。 

従業員給与 9,359百万円
  

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費 385百万円
  

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費 326百万円
  

※３         ―――― ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

建物・土地 438百万円
 

※４         ―――― ※４ 減損損失 

    当連結会計年度において、以下のとおり減損損

失を計上している。 

    （用途）貸与資産 （種類）工具器具備品 

 事業用資産については事業所等の管理会計上の

区分により、貸与資産については契約単位によ

り、減損の兆候を判定している。貸与資産の契約

先が民事再生法手続を開始したことに伴い、リー

ス契約が改定され、当該貸与先に係る貸与資産の

帳簿価額を回収可能見込額(改定契約に基づく受

取リース料見積額)まで減額し、当該減少額を減

損損失422百万円として特別損失に計上してい

る。 

 

(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15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  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関係 

現金預金勘定 33,090百万円

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) 

216 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △417 

現金及び現金同等物 32,889 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  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関係 

現金預金勘定 37,360百万円

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) 

214 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △2,287 

現金及び現金同等物 35,287 
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(リース取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 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 

 
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
他 

843 447 396

  

１ 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 

 
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
他 

927 341 585

  
(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) 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。 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 132百万円

１年超 263 

計 396 

(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。 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 159百万円

１年超 426 

計 585 

(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。 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 175百万円

減価償却費相当額 175 
 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 180百万円

減価償却費相当額 180 
 

 (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 

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。 
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前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

２ 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、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 36 27 9

機械・ 
運搬具・ 
工具器具備品 
他 

1,982 943 1,038

計 2,018 970 1,048

  

２ 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、減価償却累計額、減損損

失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) 

減損損失
累計額 
(百万円) 

期末残高
(百万円)

建物・ 
構築物 

38 32 ― 6

機械・ 
運搬具・ 
工具器具 
備品 他 

1,993 829 422 741

計 2,032 861 422 747

  
 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 433百万円

１年超 806 

計 1,239 

(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。

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 347百万円

１年超 600 

計 947 

(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 438百万円

減価償却費 336 
 

 (3) 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 561百万円

減価償却費 464 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成16年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

 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
を超えないもの 

国債 10 10 △0

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 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 860 1,434 574

債券 158 160 2

その他 293 301 8

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

小計 1,312 1,896 584

株式 432 300 △132

債券 ― ― ―

その他 863 772 △90

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

小計 1,296 1,073 △222

合計 2,608 2,969 361

(注) 当連結会計年度において、有価証券について19百万円(その他有価証券で時価のある株式19百万円)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(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

766 120 △10

 

４ 時価評価されていない主な有価証券の内容 
 

種類 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 

  非上場株式(店頭売買株式を除く) 2,210

 

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 
 

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) 

  債券  

国債 ― 10 ― ―

社債 100 58 ― ―

その他 ― 80 ― ―

合計 100 148 ― ―
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当連結会計年度(平成17年３月31日) 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 
 

 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
を超えないもの 

国債 10 10 △0

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 
 

 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 881 1,595 713

債券 9 10 0

その他 601 732 130

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

小計 1,493 2,338 845

株式 281 231 △50

債券 48 48 ―

その他 976 878 △98

連結貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

小計 1,306 1,158 △148

合計 2,799 3,496 696

(注) 当連結会計年度において、有価証券について128百万円（その他有価証券で時価のある株式128百万円)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(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
 

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

248 75 △0

 

４ 時価評価されていない主な有価証券の内容 
 

種類 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券  

  非上場株式 1,907

 

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 
 

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) 

  債券  

国債 ― 10 ― ―

社債 ― ― ― ―

その他 ― 128 19 ―

合計 ― 138 19 ―
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(デリバティブ取引関係) 

 

 １．取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(1) 取引の内容 

  金利オプション取引、金利スワップ取引及び為替予

約取引を利用している。 

(1) 取引の内容 

同 左 

(2) 取引に対する取り組み方針 

  為替変動リスク及び金利変動リスクの回避を目的と

しており、投機的な取引は行わない方針である。 

(2) 取引に対する取り組み方針 

同 左 

(3) 取引の利用目的 

  通貨関連では、外貨建金銭債権債務の為替変動リス

クを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で、また

金利関連では借入金利等の将来の金利市場における利

率上昇による変動リスクを回避する目的で利用してい

る。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っている。 

  ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

金利オプション、 
金利スワップ 

借入金 

為替予約 外貨建金銭債権債務

  ヘッジ方針 

   相場変動による重要な影響の恐れがある場合は、

基本的にヘッジ取引を行っている。 

  ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段の変動額の累計とヘッジ対象の変動額

の累計を比較して、有効性の判断を行っている。 

(3) 取引の利用目的 

同 左 

(4) 取引に係るリスクの内容 

  為替予約取引は為替相場の変動によるリスクを、金

利オプション取引・金利スワップ取引は市場金利の変

動によるリスクを有している。 

  なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定

しているため信用リスクはほとんどないと認識してい

る。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

同 左 

 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

  社内ルールに従い、担当部門が決裁責任者の承認を

得て行っている。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同 左 

 

 

 ２．取引の時価等に関する事項 

    前連結会計年度（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）及び当連結会計年度（自 

平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

    ヘッジ会計を適用しているため、該当事項はない。 
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(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

日本コムシス㈱は、当連結会計年度から確定給付型の厚生年金基金制度から確定給付型の企業年

金基金制度へ変更をしている。㈱三和エレック及び一部の連結子会社は、確定給付型の厚生年金基

金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けている。東日本システム建設㈱及び一部の連

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いる。一部の連結子会社は、中小企業

退職金共済制度に加入している。また、日本コムシス㈱、㈱三和エレック、東日本システム建設㈱

においては、退職給付信託を設定している。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16年３月31日) 
(百万円) 

当連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

(百万円) 

イ 退職給付債務 △50,420 △43,912

ロ 年金資産 35,006 37,231

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △15,413 △6,681

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 9,412 7,778

ヘ 未認識過去勤務債務(債務の減額) △226 △21

ト 未認識年金資産 ― △4,912

チ 連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト) △6,227 △3,836

リ 前払年金費用 0 1,042

ヌ 退職給付引当金(チ－リ) △6,227 △4,878

 
前連結会計年度 

(平成16年３月31日) 
 

当連結会計年度 
(平成17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。 

２ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算

定に当たり、簡便法を採用している。 

３ 日本コムシス㈱は厚生年金基金の代行部

分返上に関し、「退職給付会計に関する

実務指針（中間報告）」（日本公認会計

士協会会計制度委員会報告第13号）第47

－２項に定める経過措置を適用し、厚生

労働大臣から将来分支給義務の免除の認

可を受けた日において代行部分に係る退

職給付債務と返還相当額の年金資産を消

滅したものとみなして会計処理してい

る。なお、当連結会計年度末日現在にお

いて測定された返還相当額（最低準備

金）は、5,506百万円である。 

 (注) １        同 左 

 

２       同 左 

 

３      ―――― 
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３ 退職給付費用に関する事項 

 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

(百万円) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(百万円) 

イ 勤務費用(注)１、３ 2,216 2,553

ロ 利息費用 1,245 1,085

ハ 期待運用収益 △34 △729

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 ― ―

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 1,040 865

ヘ 過去勤務債務の費用処理額(注)２ △228 △230

ト その他(注)４ 33 54

チ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト) 4,273 3,599

リ 厚生年金基金の代行部分返上に伴う損益 △1,104 ―

計 3,169 3,599

前連結会計年度 
(平成16年３月31日) 

 
当連結会計年度 

(平成17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。 

２ 退職金の制度改定が行われことに伴うも

のである。 

３ 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 確定拠出年金への掛金の支払額である。 

 (注) １       同 左 

 

２       同 左 

 

３       同 左 

 

 

４       同 左 

 

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15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 2.5％ 同 左 

ハ 期待運用収益率 主として0.1％ 主として2.6％ 

ニ 過去勤務債務の額の処理年数 

 

主として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 主として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。) 

同 左 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成17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  

貸倒引当金 818百万円

退職給付引当金等 3,495 

役員退職慰労引当金 322 

未払事業税 407 

未払費用 1,369 

関係会社株式評価損 358 

子会社土地評価差額 1,077 

繰越欠損金 557 

その他 832 

繰延税金資産小計 9,239 

評価性引当額 △2,948 

繰延税金資産合計 6,291 

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △156 

子会社土地評価差額 △1,903 

その他 △224 

繰延税金負債合計 △2,284 

繰延税金資産の純額 4,006 
  

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  

貸倒引当金 855百万円

退職給付引当金等 2,518 

役員退職慰労引当金 306 

未払事業税 386 

未払費用 2,049 

関係会社株式評価損 856 

子会社土地評価差額 1,002 

繰越欠損金 1,070 

その他 994 

繰延税金資産小計 10,041 

評価性引当額 △2,949 

繰延税金資産合計 7,091 

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △156 

子会社土地評価差額 △1,870 

その他 △331 

繰延税金負債合計 △2,358 

繰延税金資産の純額 4,733 
  

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 4,825百万円

評価性引当額 △4,825 

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 2,365 

再評価に係る繰延税金負債の合計 2,365 

再評価に係る繰延税金負債の純額 2,365 
  

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 4,589百万円

評価性引当額 △4,589 

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 2,365 

再評価に係る繰延税金負債の合計 2,365 

再評価に係る繰延税金負債の純額 2,365 
  

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 2.5％

永久に益金に算入されない項目 △0.2％

住民税均等割等 0.5％

連結調整勘定償却額 △5.5％

その他 △0.8％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.5％
  

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 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

であるため注記を省略している。 
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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15年４月１日 至 平成16年３月31日）及び当連結会計年度（自 

平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

連結会社は一部で電気通信設備工事事業以外の事業を営んでいるが、それらの事業の全セグ

メントに占める割合が僅少であるため、事業の種類別セグメント情報は記載を省略している。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）及び当連結会計年度（自 

平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

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（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）及び当連結会計年度（自 

平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

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15年４月１日 至 平成16年３月31日)及び当連結会計年度（自 

平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

記載すべき事項なし。 

 

 

(１株当たり情報) 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 859.24円
 

１株当たり純資産額 906.92円
 

１株当たり当期純利益 45.96円
 

１株当たり当期純利益 58.42円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していない。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していない。 

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである 

 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期純利益(百万円) 6,591 8,349 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 87 104 

 (うち利益処分による役員賞与) (87) (104)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 6,504 8,245 

普通株式の期中平均株式数(千株) 141,508 141,134 

 

(重要な後発事象) 

該当事項なし。 
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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

㈱三和エレック 
第１回物上担 
保附社債 

平成11年 
10月29日 

500 ― 2.05 有 
平成16年
10月28日

㈱三和エレック 
第２回物上担 
保附社債 

平成11年 
10月29日 

300 ― 2.09 有 
平成16年
10月28日

東日本システム建設㈱ 
第２回物上担 
保附社債 

平成９年 
９月30日 

500 ― 2.30 有 
平成16年
９月30日

合計 ― ― 1,300 ― ― ― ― 

 

【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 3,093 1,162 1.51 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 2,940 761 2.02 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

4,149 2,767 2.39 平成18年～平成23年

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 10,183 4,692 ― ― 

(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年内における返済予定額は以下のと

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 2,458 192 62 30

 

(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】 
 

  
前事業年度 

(平成16年３月31日) 
当事業年度 

(平成17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  28,623  2,005

２ 関係会社預け金 ※４ ―  6,022

３ 関係会社短期貸付金 ※４ 4,425  ―

４ その他  408  347

流動資産合計  33,457 23.3  8,375 6.8

Ⅱ 固定資産   

１ 無形固定資産  14 0.0  21 0.0

２ 投資その他の資産   

(1) 関係会社株式  109,599  114,099

(2) 関係会社長期預け金 ※４ ―  252

(3) 関係会社長期貸付金 ※４ 440  ―

(4) 繰延税金資産  4  10

投資その他の資産合計  110,043 76.7  114,362 93.2

固定資産合計  110,057 76.7  114,384 93.2

資産合計  143,515 100.0  122,760 100.0
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前事業年度 

(平成16年３月31日) 
当事業年度 

(平成17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 関係会社預り金 ※４ ―  16,769

２ 関係会社短期借入金 ※４ 32,775  ―

３ その他  94  87

流動負債合計  32,870 22.9  16,856 13.8

Ⅱ 固定負債   

１ 役員退職慰労引当金  10  26

固定負債合計  10 0.0  26 0.0

負債合計  32,880 22.9  16,882 13.8

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※１ 10,000 7.0  10,000 8.1

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  98,815 58,815 

２ その他資本剰余金   

(1) 資本準備金減少差益  ― 40,000 

資本剰余金合計  98,815 68.8  98,815 80.5

Ⅲ 利益剰余金   

１ 当期未処分利益  1,864 1,833 

利益剰余金合計  1,864 1.3  1,833 1.5

Ⅳ 自己株式 ※２ △45 △0.0  △4,771 △3.9

資本合計  110,634 77.1  105,877 86.2

負債資本合計  143,515 100.0  122,760 100.0
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② 【損益計算書】 

 

  
前事業年度 

(自 平成15年９月29日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 営業収益   

１ 配当金収入 ※１ 1,823 1,711 

２ 経営管理料収入 ※１ 500 2,323 100.0 500 2,211 100.0

Ⅱ 営業費用   

１ 一般管理費 ※２ 259 11.2  490 22.2

営業利益  2,063 88.8  1,721 77.8

Ⅲ 営業外収益   

１ 受取利息 ※１ 6 26 

２ その他  0 7 0.3 13 39 1.8

Ⅳ 営業外費用   

１ 支払利息 ※１ 5 22 

２ 創立費償却  149 155 6.6 ― 22 1.0

経常利益  1,915 82.5  1,738 78.6

税引前当期純利益  1,915 82.5  1,738 78.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 68 29 

法人税等調整額  △16 51 2.2 △10 18 0.8

当期純利益  1,864 80.3  1,720 77.8

前期繰越利益  ―  843

中間配当額  ―  729

当期未処分利益  1,864  1,833

   

 
 



ファイル名:120_0187700101706.doc 更新日時:2005/06/26 2:10 印刷日時:05/06/26 3:26 

― 79 ― 

③ 【利益処分計算書】 

 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
(平成16年６月29日) 

当事業年度 
株主総会承認日 

(平成17年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益  1,864  1,833

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  1,021 1,411 

  
(１株につき 

７円00銭)
1,021

(１株につき 
10円00銭)

1,411

Ⅲ 次期繰越利益  843  422
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成15年９月29日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採用して

いる。 

 

子会社株式及び関連会社株式 

同 左 

 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

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。 

 

無形固定資産 

同 左 

 

３ 繰延資産の処理方法 創立費は支払時に全額費用処理してい

る。 

 

――――― 

 

４ 引当金の計上基準 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。 

 

役員退職慰労引当金 

同 左 

５ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っている。 

消費税等の会計処理 

同 左 

 

会計方針の変更 

 

前事業年度 
(自 平成15年９月29日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損

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14年８月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号

平成15年10月31日)が平成16年３月31日に終了する事

業年度に係る財務諸表から適用できることになったこ

とに伴い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針

を適用している。 

 これによる当事業年度の損益に与える影響はない。
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

前事業年度 
(平成16年３月31日) 

当事業年度 
(平成17年３月31日) 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 580,000千株

発行済株式総数 普通株式 145,977千株

  

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 普通株式 580,000千株

発行済株式総数 普通株式 145,977千株

  

※２ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式69千株

である。 

  

※２ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式4,820

千株である。 

  

 ３ 当社は、取引銀行５行と貸出コミットメント契約

を締結している。これら契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりである。 

貸出コミットメントの総額 17,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 17,000 

  

 ３ 当社は、取引銀行５行と貸出コミットメント契約

を締結している。これら契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりである。 

貸出コミットメントの総額 9,000百万円

借入実行残高 ― 

差引額 9,000 

  

※４        ――――― 

 

 

※４ 契約形態の変更のため、当事業年度より次のよう

に表示している。 

前事業年度 当事業年度 

関係会社短期貸付金 関係会社預け金 

関係会社長期貸付金 関係会社長期預け金 

関係会社短期借入金 関係会社預り金 
 

 

(損益計算書関係) 

 

前事業年度 
(自 平成15年９月29日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ている。 

営業収益 

配当金収入 1,823百万円

経営管理料収入 500 

営業外収益  

 受取利息 6 

営業外費用  

 支払利息 5 

  

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ている。 

営業収益 

配当金収入 1,711百万円

経営管理料収入 500 

営業外収益  

 受取利息 26 

営業外費用  

 支払利息 22 

  

※２ 一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりで

ある。 

役員報酬 38百万円

給料諸手当 66 

役員退職慰労引当金繰入額 10 

交際費 22 

  

※２ 一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりで

ある。 

役員報酬 74百万円

給料諸手当 122 

役員退職慰労引当金繰入額 17 

業務委託費 51 

  

 

(リース取引関係) 

該当事項なし。 
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(有価証券関係) 

 前事業年度（平成16年３月31日）及び当事業年度（平成17年３月31日）のいずれにおいても 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはない。 
 

(税効果会計関係) 

 

前事業年度 
(平成16年３月31日) 

当事業年度 
(平成17年３月31日) 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

役員退職慰労引当金 4百万円

未払費用 6 

未払事業税 5 

その他 0 

繰延税金資産合計 16 

  

繰延税金資産の純額 16 
  

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

役員退職慰労引当金 10百万円

未払費用 8 

未払事業税等 8 

繰延税金資産合計 27 

  

繰延税金資産の純額 27 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との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 0.5％

永久に益金に算入されない項目 △39.9％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.7％
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.0％

(調整) 

永久に損金に算入されない項目 0.1％

永久に益金に算入されない項目 △38.9％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 1.0％
  

 

(１株当たり情報) 

 

前事業年度 
(自 平成15年９月29日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 758.25円
 

１株当たり純資産額 750.07円
 

１株当たり当期純利益 12.78円
 

１株当たり当期純利益 11.86円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していない。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していない。 

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
前事業年度 

(自 平成15年９月29日 
至 平成16年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期純利益(百万円) 1,864 1,720 

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,864 1,720 

普通株式の期中平均株式数(千株) 145,939 145,067 

 

(重要な後発事象) 

該当事項なし。 
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④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

該当事項なし。 

 

【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)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額又
は償却累計額
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 

(百万円) 

無形固定資産   

 ソフトウェア等 15 11 ― 26 5 3 21

無形固定資産計 15 11 ― 26 5 3 21

 

【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) 10,000 ― ― 10,000

普通株式(注)１ (株) (145,977,886) (    ―) (    ―) (145,977,886)

普通株式 (百万円) 10,000 ― ― 10,000

計 (株) (145,977,886) (    ―) (    ―) (145,977,886)

資本金のうち 
既発行株式 

計 (百万円) 10,000 ― ― 10,000

（資本準備金） 
資本準備金(注)２ 

(百万円) 98,815 ― 40,000 58,815

（その他資本剰余金） 
資本準備金減少差益 

(注)３ 
(百万円) ― 40,000 ― 40,000

資本準備金 
及びその他 
資本剰余金 

計 (百万円) 98,815 40,000 40,000 98,815

(注) １ 当期末における自己株式数は、4,820,137株である。 

 ２ 当期減少額は商法第289条第２項の規定に基づく資本準備金の取崩によるものである。 

 ３ 当期増加額は商法第289条第２項の規定に基づく資本準備金の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) 

役員退職慰労引当金 10 17 0 ― 26
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(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

(イ)現金及び預金 

 

区分 金額(百万円) 

現金 0

預金 

当座預金 0

普通預金 2

定期預金 2,000

別段預金 2

計 2,005

合計 2,005

 

(ロ)関係会社株式 

 

相手先 金額(百万円) 

日本コムシス株式会社 100,712

株式会社三和エレック 6,611

東日本システム建設株式会社 6,774

計 114,099

 

② 負債の部 

(イ)関係会社預り金 

 

相手先 金額(百万円) 

日本コムシス株式会社 7,150

東京通建株式会社 4,778

日東通建株式会社 1,979

オーティエンジニアリング株式会社 2,130

その他 728

計 16,769
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(3) 【その他】 

株式移転により完全子会社となった日本コムシス株式会社及び株式会社三和エレックの 近２連

結会計年度に係る連結財務諸表は以下のとおりである。 

(日本コムシス株式会社) 

① 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

(平成16年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成17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  2,324  33,008

２ 受取手形・ 
完成工事未収入金等 

 62,000  62,985

３ 有価証券  4,292  365

４ 未成工事支出金等  18,273  14,768

５ 繰延税金資産  1,664  2,444

６ 関係会社預け金 ※４ ―  16,768

７ 関係会社短期貸付金 ※４ 32,016  ―

８ その他  2,124  1,578

貸倒引当金  △196  △210

流動資産合計  122,499 69.2  131,706 71.5

Ⅱ 固定資産   

(1) 有形固定資産   

１ 建物・構築物  23,883 22,639 

減価償却累計額  10,071 13,811 10,136 12,502

２ 機械・運搬具・ 
工具器具備品 

 15,254 14,853 

減価償却累計額  10,626 4,627 10,651 4,202

３ 土地 ※３ 19,883  19,077

４ 建設仮勘定  ―  4

有形固定資産合計  38,322 21.6  35,787 19.4

(2) 無形固定資産  1,556 0.9  1,416 0.8

(3) 投資その他の資産   

１ 投資有価証券 ※１ 4,479  4,861

２ 長期貸付金  2,890  2,703

３ 前払年金費用  ―  1,040

４ 繰延税金資産  2,775  2,867

５ その他  6,609  5,759

貸倒引当金  △1,994  △1,998

投資その他の資産合計  14,761 8.3  15,233 8.3

固定資産合計  54,640 30.8  52,437 28.5

資産合計  177,140 100.0  184,144 100.0
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前連結会計年度 

(平成16年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成17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  32,396  34,606

２ 短期借入金  422  85

３ 関係会社預り金 ※４ ―  2,736

４ 関係会社短期借入金 ※４ 2,711  ―

５ 未払法人税等  3,902  3,567

６ 未成工事受入金  4,211  3,231

７ 完成工事補償引当金  114  158

８ 構造改革引当金  ―  189

９ その他  3,900  4,777

流動負債合計  47,660 26.9  49,351 26.8

Ⅱ 固定負債   

１ 再評価に係る繰延税金 
負債 

※３ 2,365  2,365

２ 退職給付引当金  928  785

３ 役員退職慰労引当金  320  306

４ 連結調整勘定  6,973  5,585

５ その他  1,273  882

固定負債合計  11,861 6.7  9,925 5.4

負債合計  59,522 33.6  59,276 32.2

(少数株主持分)   

少数株主持分  993 0.6  628 0.3

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  31,140 17.6  31,140 16.9

Ⅱ 資本剰余金  30,735 17.3  30,735 16.7

Ⅲ 利益剰余金  63,005 35.6  69,976 38.0

Ⅳ 土地再評価差額金 ※３ △8,514 △4.8  △7,922 △4.3

Ⅴ その他有価証券評価差額金  256 0.1  309 0.2

資本合計  116,624 65.8  124,239 67.5

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 177,140 100.0  184,144 100.0

        

 



ファイル名:150_a_0187700101706.doc 更新日時:2005/06/26 2:10 印刷日時:05/06/26 3:26 

― 87 ― 

② 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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  192,939 211,422 

２ 情報事業売上高  13,577 206,517 100.0 16,125 227,547 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 完成工事原価  170,403 183,469 

２ 情報事業売上原価  12,376 182,779 88.5 14,991 198,461 87.2

売上総利益   

１ 完成工事総利益  22,536 27,952 

２ 情報事業総利益  1,200 23,737 11.5 1,133 29,086 12.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,4 15,753 7.6  15,551 6.9

営業利益  7,983 3.9  13,534 5.9

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  107 124 

２ 受取配当金  83 177 

３ 連結調整勘定償却額  593 1,541 

４ その他  335 1,119 0.5 276 2,120 0.9

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  4 8 

２ 為替差損  151 ― 

３ その他  83 239 0.1 16 24 0.0

経常利益  8,863 4.3  15,630 6.8

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※２ ― 430 

２ 厚生年金基金代行部分 
返上益 

 1,104 ― 

３ 親会社株式売却益  ― 871 

４ その他  289 1,393 0.6 269 1,570 0.7

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※３ 59 53 

２ 減損損失 ※５ ― 422 

３ 投資有価証券評価損  1,051 439 

４ ゴルフ会員権評価損  19 1 

５ 貸倒引当金繰入額  427 1,032 

６ 構造改革引当金繰入額  ― 189 

７ 特別退職金  282 398 

８ その他  103 1,945 0.9 248 2,786 1.2

税金等調整前当期純利益  8,311 4.0  14,415 6.3

法人税、住民税 
及び事業税 

 4,234 6,155 

法人税等調整額  △718 3,515 1.7 △802 5,353 2.3

少数株主利益又は少数株 
主損失(△) 

 211 0.1  △237 △0.1

当期純利益  4,584 2.2  9,299 4.1
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③ 連結剰余金計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  30,735  30,735

Ⅱ 資本剰余金期末残高  30,735  30,735

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  61,158  63,005

Ⅱ 利益剰余金増加高   

１ 当期純利益  4,584 4,584 9,299 9,299

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 株主配当金  2,666 1,640 

２ 取締役賞与  71 85 

３ 連結子会社合併に伴う 
減少高 

 ― 9 

４  土地再評価差額金取崩額  ― 2,737 591 2,327

Ⅳ 利益剰余金期末残高  63,005  69,976
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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15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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  8,311 14,415 
２ 減価償却費  3,512 3,745 
３ 固定資産売却益  ― △430 
４ 親会社株式売却益  ― △871 
５ ゴルフ会員権評価損  19 1 
６ 投資有価証券評価損  1,051 439 
７ 減損損失  ― 422 
８ 貸倒引当金の増加額  414 18 
９ 退職給付引当金の減少額  △944 △143 
10 受取利息及び受取配当金  △190 △302 
11 支払利息  4 8 
12 有形固定資産除却損  59 53 
13 売上債権の増加額  △3,164 △89 
14 未成工事支出金等たな卸資産の減少・ 

増加(△)額 
 △214 3,305 

15 工事未払金・買掛金の増加・減少(△)額  △168 3,953 
16 その他資産の減少・増加(△)額  724 △68 
17 その他負債の増加・減少(△)額  597 △1,001 
18 取締役賞与の支払額  △79 △87 
19 連結調整勘定償却額  ― △1,541 
20 その他  △777 △427 

小計  9,153 21,400 

21 利息及び配当金の受取額  190 302 
22 利息の支払額  △4 △8 
23 法人税等の支払額  1,587 △6,765 

営業活動によるキャッシュ・フロー  10,927 14,928 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    
１ 定期預金の払出による収入  190 ― 
２ 有価証券の売却による収入  107 4,622 
３ 投資有価証券の取得による支出  △137 △152 
４ 投資有価証券の売却による収入  50 217 
５ 有形固定資産の取得による支出  △1,601 △2,193 
６ 無形固定資産の取得による支出  △601 △445 
７ 有形固定資産の売却による収入  23 2,049 
８ 貸付による支出  △137 △232 
９ 貸付金の回収による収入  461 419 
10 短期貸付金の増減額  △31,354 15,145 
11 その他投資の増減額  319 △1,222 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △32,678 18,206 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    
１ 短期借入金の純増減額  2,054 △309 
２ 長期借入金返済による支出  △432 △499 
３ 長期借入金による収入  627 ― 
４ 自己株式の取得による支出  △698 ― 
５ 配当金の支払額  △2,666 △1,640 
６ 少数株主への配当金の支払額  △5 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,120 △2,450 

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  △22,870 30,684 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  25,410 2,540 
Ⅶ 子会社の連結除外による現金及び現金同 
  等物の減少額 

 ― △2 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  2,540 33,222 
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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15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社数  13社 

  主要な連結子会社名 

オーティエンジニアリング㈱、日

東通建㈱、東京通建㈱、コムシス通

産㈱ 

  なお、オーティエンジニアリング

㈱と従来、連結子会社であったコム

システック㈱は、平成16年３月１日

にオーティエンジニアリング㈱を存

続会社として合併している。 

(1) 連結子会社数  12社 

  主要な連結子会社名 

オーティエンジニアリング㈱、日

東通建㈱、東京通建㈱、コムシス通

産㈱ 

  なお、連結子会社であったコムシ

ス信越エンジニアリング㈱は平成16

年７月１日にトーシスユニテック㈱

と合併したため、連結の範囲から除

外している。 

 (2) 主要な非連結子会社名は、次のと

おりである。 

コムシスシェアードサービス㈱ 

(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)及び利益

剰余金(持分に見合う額)等は、いず

れも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼしていないためである。 

(2) 主要な非連結子会社名は、次のと

おりである。 

コムシスシェアードサービス㈱ 

(連結の範囲から除いた理由) 

同 左 

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

ムシスシェアードサービス㈱外)及

び関連会社(國際電設㈱外)は、それ

ぞれ当期純損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合う額)等に

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)        同 左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

  連結子会社13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12社は、決算日が12月

31日であったが、当連結会計年度か

ら連結決算日の3月31日に変更を行

っている。前連結会計年度の連結財

務諸表の作成に当たっては、12月31

日現在の財務諸表を使用していたた

め、当連結会計年度の連結損益計算

書には、15ヶ月分の損益取引が含ま

れている。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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) 

 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

入法により処理し、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 

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 

同 左 

 

 

 

ロ 時価のないもの 

同 左 

 (2) たな卸資産 

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 

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 

  定率法を採用している。 

  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)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の費用に備え

るため、当連結会計年度の完成工事

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15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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、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 

同 左 

 （追加情報） 

当社は確定給付企業年金法の施行

に伴い、厚生年金基金の代行部分に

ついて、平成15年８月13日に厚生労

働大臣から将来分支給義務免除の認

可を受けた。 

当社は「退職給付会計に関する実

務指針（中間報告）」（日本公認会

計士協会会計制度委員会報告第13

号）第47－２項に定める経過措置を

適用し、当該将来分返上認可の日に

おいて代行部分に係る退職給付債務

と年金資産を消滅したものとみなし

て会計処理している。 

本処理に伴う当連結会計年度にお

ける損益に与えている影響額は、特

別利益として1,104百万円計上して

いる。 

また、当連結会計年度末日現在に

おいて測定された返還相当額（ 低

責任準備金）は、5,506百万円であ

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) 構造改革引当金 

事業再編に伴い、当社において

今後発生が見込まれる費用につい

て、合理的に見積られる金額を計上

している。 

 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。 

４ 完成工事高の計上基準 

同 左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 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 その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

  消費税等の会計処理について 

   消費税等の会計処理は税抜方式

によっている。 

７ その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

  消費税等の会計処理について 

同 左 

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。

ただし、実質的判断による年数の見

積が可能なものはその見積年数で償却

している。 

同 左 

 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会計年度

中に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 

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなってい

る。 

同 左 
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会計方針の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

―――― 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損

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14年８月９日))及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日)が平成16年３月31日に終了す

る連結会計年度に係る連結財務諸表から適用できるこ

とになったことに伴い、当連結会計年度から同会計基

準及び同適用指針を適用している。連結子会社が所有

している貸与資産について減損損失処理を行い、税金

等調整前当期純利益は422百万円減少している。 

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除してい

る。 

 

表示方法の変更 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― （連結貸借対照表） 

「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年

法律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16

年12月１日より適用となること及び「金融商品会計に

関する実務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平

成17年２月15日付で改正されたことに伴い、当連結会

計年度から投資事業有限責任組合及びそれに類する組

合への出資（証券取引法第２条第２項により有価証券

とみなされるもの）を投資その他の資産の「その他」

から「投資有価証券」として表示する方法に変更し

た。この変更により「投資有価証券」は527百万円増

加し、「その他」は同額減少している。 

 

――――― （連結損益計算書） 

特別利益の「固定資産売却益」については、前連結

会計年度において特別利益の「その他」に含めて表示

していたが、特別利益総額の100分10を超えることと

なったため、当連結会計年度から区分掲記することと

した。 

なお、前連結会計年度における「固定資産売却益」

の金額は0百万円である。 
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前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― （連結キャッシュ・フロー計算書） 

１ 営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産

売却益」は、前連結会計年度において「その他」に

含めて表示していたが、金額的重要性が増したため

区分掲記することとした。 

 なお、前連結会計年度における「固定資産売却

益」の金額は0百万円である。 

 

２ 営業活動によるキャッシュ・フローの「連結調整

勘定償却額」は、前連結会計年度において「その

他」に含めて表示していたが、金額的重要性が増し

たため区分掲記することとした。 

 なお、前連結会計年度における「連結調整勘定償

却額」の金額は593百万円である。 
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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16年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成17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) 549百万円
 

※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) 625百万円
 

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。 

コムシスタイランド㈱ 
 

1,484百万円
(1,024百万円他)

 

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㈱ 
 

1,024百万円

 
※３ 土地の再評価 

当社は、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、「土地再評価差額金」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 

再評価を行った土地の期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額…… △1,494百万円 

※３ 土地の再評価 

当社は、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、「土地再評価差額金」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 

再評価を行った土地の期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額…… △1,766百万円     

※４        ――――― 

 

 

※４ 契約形態の変更のため、当連結会計年度より次の

ように表示している。 

前連結会計年度 当連結会計年度 

関係会社短期貸付金 関係会社預け金 

関係会社短期借入金 関係会社預り金 
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 (連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 6,787百万円
 

※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 6,924百万円
 

※２        ――――― ※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりである。 

建物・土地 430百万円
 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 

建物 9百万円

その他 50 

計 59 
 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりである。 

建物 15百万円

その他 38 

計 53 
 

※４ 研究開発費の総額 

一般管理費 358百万円
 

※４ 研究開発費の総額 

一般管理費 285百万円
 

※５        ――――― ※５ 減損損失 

   当連結会計年度において、以下のとおり減損損失

を計上している。 

   （用途）貸与資産 （種類）工具器具備品 

事業用資産については事業所等の管理会計上の区

分により、貸与資産については契約単位により、減

損の兆候を判定している。貸与資産の契約先が民事

再生法手続を開始したことに伴い、リース契約が改

定され、当該貸与先に係る貸与資産の帳簿価額を回

収可能見込額(改定契約に基づく受取リース料見積

額)まで減額し、当該減少額を減損損失422百万円と

して特別損失に計上している。 

 

(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15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  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 2,324百万円

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) 

216 

現金および現金同等物 2,540 
 

  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 33,008百万円

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) 

214 

現金および現金同等物 33,222 
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(リース取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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(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 

 
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 
他 

206 119 87

  

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 

 
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
他 

671 213 457

  
(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 42百万円

１年超 44 

計 87 

(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。 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 123百万円

１年超 334 

計 457 

(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 46百万円

減価償却費相当額 46 
 

 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 122百万円

減価償却費相当額 122 
 

 (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15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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、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 36 27 9

機械・ 
運搬具・ 
工具器具備品 
他 

1,982 943 1,038

計 2,018 970 1,048

  

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、減価償却累計額、減損損

失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) 

減損損失
累計額 
(百万円) 

期末残高
(百万円)

建物・ 
構築物 

38 32 ― 6

機械・ 
運搬具・ 
工具器具 
備品 他 

2,239 920 422 896

計 2,277 952 422 902

  
 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 433百万円

１年超 806 

計 1,239 

(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。

 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 440百万円

１年超 687 

計 1,127 

(注)          同 左 

 (3) 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 438百万円

減価償却費 336 
 

 (3) 受取リース料及び減価償却費 

受取リース料 783百万円

減価償却費 593 
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(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16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 10 10 △0

 

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成16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 420 859 439

親会社株式 3,750 3,963 212

債券 158 160 2

その他 293 301 8

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 4,622 5,285 662

株式 295 180 △115

債券 ― ― ―

その他 863 772 △90

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 1,159 953 △205

合計 5,781 6,238 456

 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(平成15年４月１日から平成16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) 

100 0 △10

 

４ 時価評価されていない主な有価証券の内容(平成16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 1,913

マネー・マネジメント・ファンド 60

 

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16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 ― 10 ― ―

社債 100 58 ― ―

その他 ― ― ― ―

合計 100 68 ― ―
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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17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 10 10 △0

 

２ その他有価証券で時価のあるもの(平成17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 388 909 520

親会社株式 46 151 104

債券 9 10 0

その他 601 732 130

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

小計 1,046 1,803 756

株式 167 144 △22

債券 48 48 ―

その他 976 878 △98

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

小計 1,192 1,071 △120

合計 2,238 2,874 635

(注) 当連結会計年度において、有価証券について116百万円（その他有価証券で時価のある株式116百万円)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16年４月１日から平成17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) 

217 75 ―

 

４ 時価評価されていない主な有価証券の内容(平成17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 1,658

マネー・マネジメント・ファンド 58

 

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17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) 

 債券  

国債 ― 10 ― ―

社債 ― ― ― ―

その他 ― 48 19 ―

合計 ― 58 19 ―
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(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 及び当連結会計年度(自 平成

16年４月１日 至 平成17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。 
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(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、当連結会計年度から確定給付型の厚生年金基金制度から確定給付型の企業年金基金制度へ

変更している。また、当社は、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16年３月31日)(百万円)
当連結会計年度 

(平成17年３月31日)(百万円)

イ 退職給付債務 △43,339 △38,104

ロ 年金資産 33,485 35,672

ハ 未積立退職給付債務(イ＋ロ) △9,854 △2,432

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 8,925 7,598

ヘ 未認識過去勤務債務(債務の減額) ― ―

ト 未認識年金資産 ― △4,912

チ 連結貸借対照表計上額純額(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト) △928 254

リ 前払年金費用 ― 1,040

ヌ 退職給付引当金(チ－リ) △928 △785

 
前連結会計年度 

(平成16年３月31日) 
 

当連結会計年度 
(平成17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。 

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 当社は厚生年金基金の代行部分返上に関

し、「退職給付会計に関する実務指針

（中間報告）」（日本公認会計士協会会

計制度委員会報告第13号）第47－２項に

定める経過措置を適用し、厚生労働大臣

から将来分支給義務の免除の認可を受け

た日において代行部分に係る退職給付債

務と返還相当額の年金資産を消滅したも

のとみなして会計処理している。なお、

当連結会計年度末日現在において測定さ

れた返還相当額（最低準備金）は、

5,506百万円である。 

 (注) １        同 左 

 

２       同 左 

 

３      ―――― 
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３ 退職給付費用に関する事項 

 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

(百万円) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(百万円) 

イ 勤務費用(注)１、２ 1,940 1,875

ロ 利息費用 1,211 955

ハ 期待運用収益 △28 △717

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 ― ―

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 984 712

ヘ 過去勤務債務の費用処理額 ― ―

ト その他(注)３ 29 41

チ 退職給付費用(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト) 4,138 2,867

リ 厚生年金基金の予定利率・給付水準の引下げ
に伴う損益 

― ―

ヌ 厚生年金基金の代行部分返上に伴う損益 △1,104 ―

計 3,034 2,867

 
前連結会計年度 

(平成16年３月31日) 
 

当連結会計年度 
(平成17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。 

２ 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。 

３ 確定拠出年金への掛金の支払額である。 

 (注) １       同 左 

 

２       同 左 

 

 

３       同 左 

 

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15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 2.5％ 同 左 

ハ 期待運用収益率 0.1％ 2.6％ 

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) 

同 左 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成17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 

未払費用 1,119百万円

貸倒引当金 748 

退職給付引当金等 1,429 

役員退職慰労引当金 129 

未払事業税 358 

関係会社株式評価損 358 

繰越欠損金 195 

その他 626 

繰延税金資産小計 4,966 

評価性引当額 △201 

繰延税金資産合計 4,764 

  

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △54 

子会社土地評価差額 △482 

その他有価証券評価差額金等 △242 

繰延税金負債合計 △778 

  

繰延税金資産の純額 3,985 
  

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 

未払費用 1,763百万円

貸倒引当金 764 

退職給付引当金等 978 

役員退職慰労引当金 171 

未払事業税 338 

関係会社株式評価損 844 

繰越欠損金 116 

その他 870 

繰延税金資産小計 5,846 

評価性引当額 △269 

繰延税金資産合計 5,577 

  

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △54 

子会社土地評価差額 △506 

その他有価証券評価差額金等 △292 

繰延税金負債合計 △853 

  

繰延税金資産の純額 4,724 
  

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 4,825百万円

評価性引当額 △4,825 

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 2,365 

再評価に係る繰延税金負債の合計 2,365 

  

再評価に係る繰延税金負債の純額 2,365 
  

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 4,589百万円

評価性引当額 △4,589 

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 2,365 

再評価に係る繰延税金負債の合計 2,365 

  

再評価に係る繰延税金負債の純額 2,365 
  

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 2.9％

永久に益金に算入されない項目 △0.2％

住民税均等割等 0.4％

連結調整勘定償却額 △2.9％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.3％
  

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 40.0％

(調整) 

永久に損金に算入されない項目 1.6％

永久に益金に算入されない項目 △1.9％

住民税均等割等 0.5％

連結調整勘定償却額 △4.2％

その他 1.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.1％
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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15年４月１日 
至 平成16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 192,939 13,577 206,517 ― 206,517

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 8,205 8,205 (8,205) ―

計 192,939 21,782 214,722 (8,205) 206,517

営業費用 185,176 21,487 206,664 (8,130) 198,533

営業利益 7,762 294 8,057 (74) 7,983

Ⅱ 資産・減価償却費 
及び資本的支出 

 

資産 166,683 10,456 177,140 ― 177,140

減価償却費 2,783 728 3,512 ― 3,512

資本的支出 2,168 157 2,326 ― 2,326

 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 211,422 16,125 227,547 ― 227,547

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

― 10,811 10,811 (10,811) ―

計 211,422 26,937 238,359 (10,811) 227,547

営業費用 197,932 26,705 224,638 (10,626) 214,012

営業利益 13,489 231 13,720 (185) 13,534

Ⅱ 資産・減価償却費・減損損 
失及び資本的支出 

 

資産 170,241 13,902 184,144 ― 184,144

減価償却費 3,047 698 3,745 ― 3,745

減損損失 ― 422 422 ― 422

資本的支出 2,508 204 2,713 ― 2,713
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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（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）及び当連結会計年度（自 

平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

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（自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日）及び当連結会計年度（自 

平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

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15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会 社 等

の名称 
住所 

資本金又

は出資金

(百万円) 

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の

内容 

取引金額

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

親会社 

コ ム シ

ス ホ ー

ル デ ィ

ン グ ス

㈱ 

東京都

品川区 
10,000 

持株 

会社 

(被所有)

直接 

100.0 

役員 

11名 

経営管

理の契

約 

資金の

貸付 
136,995 

関係

会社

短期

貸付

金 

24,012

 

２ 子会社等 

関係内容 

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金又

は出資金 

(百万円) 

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の

内容 

取引金額

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

関係 

会社 

國際 

電設㈱ 

東京都

新宿区 
157 

電気通

信設備

工事等

(所有) 

直接 

27.69 

役員 

2名 

当 社 工

事 の 一

部 を 発

注 

営業 

取引 
4,878 

工事

未払

金 

537

 

当連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会 社 等

の名称 
住所 

資本金又

は出資金

(百万円) 

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合(％)

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の

内容 

取引金額

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

親会社 

コ ム シ

ス ホ ー

ル デ ィ

ン グ ス

㈱ 

東京都

品川区 
10,000 

持株 

会社 

(被所有)

直接 

100.0 

役員 

11名 

経営管

理の契

約 

資金の

預け入

れ 

391,103 

関係

会社

預け

金 

7,150
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(１株当たり情報) 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 867.10円
 

１株当たり純資産額 923.66円
 

１株当たり当期純利益 34.28円
 

１株当たり当期純利益 68.80円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していない。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載していない。 

(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期純利益(百万円) 4,584 9,299 

普通株主に帰属しない金額(百万円) 38 49 

 (うち利益処分による役員賞与) (38) (49)

普通株式に係る当期純利益(百万円) 4,545 9,250 

普通株式の期中平均株式数(千株) 132,585 134,454 

 

(重要な後発事象) 

該当事項なし。 
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(株式会社三和エレック) 

① 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成16年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比率
(％) 

金額(千円) 
構成比率
(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

現金預金 ※２ 1,088,451 866,692 

受取手形・ 
完成工事未収入金等 

 12,808,061 11,605,862 

親会社株式  32,454 ― 

未成工事支出金  3,820,899 2,584,124 

その他のたな卸資産  203,924 165,898 

前払費用  186,648 183,379 

繰延税金資産  324,790 354,445 

その他  279,743 459,049 

貸倒引当金  △54,317 △47,778 

流動資産合計  18,690,656 66.1 16,171,673 66.2

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

建物・構築物 ※２ 3,705,498 3,321,011 

機械装置及び運搬具  228,316 121,745 

工具器具・備品  1,570,170 1,026,752 

土地 ※２ 4,493,145 3,048,901 

建設仮勘定  2,000 ― 

減価償却累計額  △2,616,285 △2,237,509 

有形固定資産合計  7,382,845 26.1 5,280,902 21.6

２ 無形固定資産  126,704 0.5 104,715 0.4

３ 投資その他の資産   

投資有価証券 ※1,2 641,789 600,527 

長期貸付金  274,683 970,713 

繰延税金資産  924,987 1,277,481 

その他  437,320 278,931 

貸倒引当金  △212,352 △243,735 

投資その他の資産合計  2,066,428 7.3 2,883,919 11.8

固定資産合計  9,575,978 33.9 8,269,537 33.8

資産合計  28,266,634 100.0 24,441,210 100.0
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前連結会計年度 

(平成16年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比率
(％) 

金額(千円) 
構成比率
(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

支払手形・工事未払金等  8,123,049 7,334,221 

短期借入金 ※２ 5,320,976 1,631,164 

関係会社短期借入金 ※５ 1,526,529 ― 

関係会社預り金 ※５ ― 2,151,023 

一年以内償還予定の社債 ※２ 800,000 ― 

未払法人税等  94,914 146,427 

未払消費税等  338,615 177,413 

未成工事受入金  1,937,394 1,252,342 

完成工事補償引当金  7,531 7,531 

賞与引当金  284,699 292,370 

その他  754,183 1,184,263 

流動負債合計  19,187,893 67.9 14,176,756 58.0

Ⅱ 固定負債   

長期借入金 ※２ 3,643,156 2,560,753 

退職給付引当金  1,764,661 2,277,011 

役員退職慰労引当金  265,294 174,131 

預り保証金  20,996 19,970 

固定負債合計  5,694,108 20.1 5,031,865 20.6

負債合計  24,882,001 88.0 19,208,622 78.6

   

(少数株主持分)   

少数株主持分  34,329 0.1 35,917 0.2

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  1,374,712 4.9 3,624,712 14.8

Ⅱ 資本剰余金  660,356 2.3 2,910,356 11.9

Ⅲ 利益剰余金  1,296,534 4.6 △1,333,122 △5.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金  66,217 0.2 35,602 0.1

Ⅴ 為替換算調整勘定  △47,517 △0.1 △40,876 △0.2

資本合計  3,350,303 11.9 5,196,671 21.2

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 28,266,634 100.0 24,441,210 100.0
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② 連結損益計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  44,318,375 100.0  44,220,011 100.0

Ⅱ 売上原価 ※５ 40,273,468 90.9  40,648,765 91.9

売上総利益  4,044,906 9.1  3,571,246 8.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 3,102,409 7.0  3,074,200 7.0

営業利益  942,496 2.1  497,046 1.1

Ⅳ 営業外収益   

受取利息  3,942 4,222 

受取配当金  7,278 11,992 

受取家賃  79,025 79,445 

受取保険料  31,694 19,614 

連結調整勘定償却額  47,391 2,465 

雑収入  42,864 212,197 0.5 36,851 154,592 0.4

Ⅴ 営業外費用   

支払利息  280,670 153,063 

退職給付引当金繰入額  168,690 25,440 

為替差損  46,837 12,811 

雑支出  27,954 524,151 1.2 37,538 228,853 0.5

経常利益  630,542 1.4  422,785 1.0

Ⅵ 特別利益   

固定資産売却益 ※２ 89,509 ― 

投資有価証券売却益  188,168 ― 

親会社株式売却益  ― 26,701 

その他特別利益  6,425 284,103 0.6 39,376 66,077 0.1

Ⅶ 特別損失   

固定資産除却損 ※３ 111,695 46,316 

固定資産売却損 ※４ 71,471 15,496 

投資有価証券売却損  10,362 0 

投資有価証券評価損  39,365 41,659 

会員権評価損  1,349 2,069 

特別退職金  290,571 209,931 

役員退職慰労引当金 
繰入額 

 212,600 ― 

関係会社支援損  187,209 ― 

貸倒引当金繰入額  152,586 ― 

減損損失 ※６ ― 832,413 

退職給付会計基準変更時
差異一括償却 

 ― 1,569,434 

その他特別損失  163,391 1,240,605 2.7 514,822 3,232,143 7.3

税金等調整前当期純損失  325,959 △0.7  2,743,280 △6.2

法人税、住民税 
及び事業税 

 147,447 200,059 

法人税等調整額  △288,328 △140,880 △0.3 △365,170 △165,111 △0.4

少数株主利益  ― ―  4,948 0.0

少数株主損失  19,470 0.0  ― ―

当期純損失  165,608 △0.4  2,583,117 △5.8
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③ 連結剰余金計算書 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  660,356  660,356

Ⅱ 資本剰余金増加高   

  増資による新株発行  ― ― 2,250,000 2,250,000

Ⅲ 資本剰余金期末残高  660,356  2,910,356

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,528,807  1,296,534

Ⅱ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  63,513 200 

２ 役員賞与  3,151 6,300 

３ 当期純損失  165,608 2,583,117 

４ 連結子会社減少に伴う減少  ― 232,273 40,039 2,629,657

Ⅲ 利益剰余金期末残高  1,296,534  △1,333,122
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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15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純損失  △325,959 △2,743,280 

減価償却費  382,577 254,903 

減損損失  ― 832,413 

連結調整勘定償却額  △47,391 △2,465 

貸倒引当金の増減額  167,529 25,106 

賞与引当金の増減額  59,885 8,671 

退職給付引当金の増減額  △535,759 516,775 

役員退職慰労引当金の増減額  265,294 △85,579 

受取利息及び受取配当金  △11,221 △16,215 

支払利息  280,670 153,063 

為替差損益  13,538 12,811 

固定資産除売却損益  93,657 61,813 

投資有価証券売却損益  △177,805 △26,701 

投資有価証券評価損  39,365 41,659 

売上債権の増減額  465,778 1,226,130 

未成工事支出金の増減額  △21,756 1,236,775 

その他のたな卸資産の増減額  △10,548 25,653 

その他資産の増減額  181,549 △598,843 

仕入債務の増減額  △136,405 △16,926 

未成工事受入金の増減額  541,178 △685,052 

未払消費税等の増減額  14,404 △153,552 

その他負債の増減額  △35,235 227,524 

役員賞与の支払額  △4,100 △6,700 

その他  93,908 13,833 

小計  1,293,154 301,818 

利息及び配当金の受取額  12,421 17,115 

利息の支払額  △268,454 △158,225 

法人税等の支払額  △519,629 △147,997 

営業活動によるキャッシュ・フロー  517,492 12,710 
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前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △129,938 ― 

定期預金の払戻による収入  116,821 104,041 

有形・無形固定資産の取得による支出  △306,240 △204,936 

有形・無形固定資産の売却による収入  148,192 29,772 

投資有価証券の取得による支出  △349,374 △6,659 

投資有価証券の売却による収入  946,528 37,803 

連結範囲変更を伴う子会社株式売却 
による支出 

 △180,309 ― 

貸付けによる支出  △266,968 △876,670 

貸付金の回収による収入  222,020 202,626 

その他投資の回収による収入  ― 29,965 

投資活動によるキャッシュ・フロー  200,731 △684,056 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  △1,582,130 △312,905 

長期借入れによる収入  2,596,000 ― 

長期借入金の返済による支出  △4,559,616 △2,702,637 

社債の償還による支出  ― △800,000 

株式の発行による収入  ― 4,500,000 

少数株主への配当金の支払額  △1,035 △1,130 

配当金の支払額  △63,513 ― 

その他  △687 ― 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3,610,983 683,326 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △6,081 10,486 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △2,898,840 22,467 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,823,168 924,327 

Ⅶ 連結子会社除外による現金及び現金同等物の減少  ― △80,102 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  924,327 866,692 
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連結財務諸表作成のための基本となる事項 
 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社数  ９社 

 主要な連結子会社 

三和電子㈱ 

㈱エス・イー・シー・ハイテック

㈱ロードテクノ 

㈱サンワコーポレーション 

  なお、前連結会計年度まで、連結

子会社でありました、三陽電設㈱、

三和システム建設㈱は、株式を一部

売却したため、当連結会計年度よ

り、持分法適用会社に変更しており

ます。 

(1) 連結子会社数  ７社 

 主要な連結子会社 

三和電子㈱ 

㈱エス・イー・シー・ハイテック

㈱ロードテクノ 

㈱サンネクト 

  なお、連結子会社でありました㈱

サンワコーポレーションは、平成16

年８月１日に主たる事業をコムシス

通産㈱に譲渡したことに伴い、連結

の範囲から除外しております。 

同じく連結子会社でありました㈱

サン・アクセスと茨城電電建設㈱は

平成16年10月１日に㈱サン・アクセ

スを存続会社として合併し、同日付

けで㈱サンネットコムに商号変更し

ております。 

 (2) 非連結子会社名 

㈱エレック建設 

北三和電気工業㈱ 

SECM,S.A.DE C.V. 

 (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

会社であり、合計の総資産、売上

高・連結純損益及び利益剰余金(持

分に見合う額)等はいずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

(2) 非連結子会社名 

  ㈱サンワコーポレーション 

㈱エレック建設 

北三和電気工業㈱ 

SECM,S.A.DE C.V. 

 (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

会社であり、合計の総資産、売上

高・連結純損益及び利益剰余金(持

分に見合う額)等はいずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

持分法適用の関連会社数  ３社 

P.Tサラナ・エカチトラ・インドネ

シア 

三陽電設㈱ 

三和システム建設㈱ 

 持分法を適用していない非連結子会

社３社についてはそれぞれ連結純損益

及び利益剰余金等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おり

ます。 

持分法適用の関連会社数  ３社 

P.Tサラナ・エカチトラ・インドネ

シア 

三陽電設㈱ 

三和システム建設㈱ 

 持分法を適用していない非連結子会

社４社についてはそれぞれ連結純損益

及び利益剰余金等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おり

ます。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の事業年度末日と連結決

算日は一致しております。 

同 左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17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 

 

 

ａ 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法 

(評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は主とし

て移動平均法により算定) 

 

 

ａ 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

同 左 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 （会計方針の変更） 

 その他有価証券のうち時価のないも

のについては、従来、総平均法による

原価法によって評価しておりました

が、当連結会計年度から、移動平均法

による原価法に変更しました。この変

更は、経営統合を機に、グループ会社

の会計方針の統一に向けた見直しを行

ったことによるものであります。な

お、この変更による影響額は軽微であ

ります。 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

―――― 

 ｂ デリバティブ 

時価法 

ｂ デリバティブ 

同 左 

 ｃ たな卸資産 

 未成工事支出金 

個別法による原価法 

 その他のたな卸資産 

主として移動平均法による原価法

ｃ たな卸資産 

 未成工事支出金 

同 左 

 その他のたな卸資産 

同 左 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産 

 建物 

主として定額法 

 上記以外 

主として定率法 

  なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。 

有形固定資産 

 建物 

同 左 

 上記以外 

同 左 

 無形固定資産 

定額法を採用しております。ただ

し、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おり

ます。 

無形固定資産 

同 左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (3) 重要な引当金の計上基

準 

ａ 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

ａ 貸倒引当金 

同 左 

 ｂ 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与の支

払いに充てるため、支給見込額に基

づく当連結会計年度負担額を計上し

ております。 

ｂ 賞与引当金 

同 左 

 ｃ 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

計上しております。 

  なお、会計基準変更時差異

(2,653,697千円)については、主と

して15年による按分額を営業外費用

に計上しております。 

  数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数(主として10年)により定額

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処理するこ

ととしております。 

ｃ 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

計上しております。 

  なお、会計基準変更時差異

(2,653,697千円)の未処理額のう

ち、当社及び㈱エス・イー・シー・

ハイテックに係る額（1,569,434千

円）は当連結会計年度において一括

して費用処理しております。 

  その他の額については、主として

15年による按分額を営業外費用に計

上しております。 

  数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定年数(主として10年)により定額

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処理するこ

ととしております。 

（会計方針の変更） 

 従来、会計基準変更時差異は、主

として15年による按分額を営業外費

用に計上しておりましたが、経営統

合を契機として、グループ全社の会

計方針の統一に向けた見直しを行っ

た結果、当社及び㈱エス・イー・シ

ー・ハイテックは、当連結会計年度

より、上記の方法に変更しておりま

す。 

 この変更により、従来と同一の方

法を採用した場合と比べ、経常利益

は142,675千円増加し、税金等調整

前当期純損失は1,426,758千円増加

しております。 

（追加情報） 

 当連結会計年度において、事業再

編に伴う大量退職を実施したことを
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   受け、「退職給付制度間の移行等に

関する会計処理」（企業会計基準適

用指針第１号 平成14年１月31日）

を適用しております。これに伴い、

未認識数理計算上の差異の未処理額

のうち、消滅した退職給付債務の比

率において認識した107,773千円を

特別損失として計上しております。

 ｄ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

 （会計方針の変更） 

 役員退職慰労金は、従来、支出時の

費用として処理しておりましたが、当

連結会計年度より内規に基づく期末要

支給額を役員退職慰労引当金として計

上する方法に変更いたしました。 

 この変更により、過年度引当金相当

額212,600千円は特別損失、当期発生

額38,492千円は販売費及び一般管理費

に計上しております。この結果、従来

と同一の方法を採用した場合と比べ、

営業利益及び経常利益は38,492千円少

なく、税金等調整前当期純損失は

251,093千円多く計上されておりま

す。 

ｄ 役員退職慰労引当金 

      同  左 

 

 

 

 

―――― 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (4) 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

によっております。 

同 左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法 

① ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。ただし、金利スワップについて

特例処理の条件を充たしている場合

には特例処理を採用しております。

① ヘッジ会計の方法 

同 左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

デリバティブ取引(金利オプショ

ン、金利スワップ及び為替予約取

引) 

 ヘッジ対象 

  相場変動等により経営に重大な影

響を及ぼす恐れがある資産または負

債のうち、相場変動等が評価に反映

されていないもの及びキャッシュ・

フローが固定されその変動が回避さ

れるものです。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

同 左 

 

 ヘッジ対象 

同 左 

 ③ ヘッジ方針 

  相場変動等により経営に重大な影

響を及ぼす恐れのある場合は、基本

的にヘッジ取引を行っております。

③ ヘッジ方針 

同 左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段の変動額の累計とヘッ

ジ対象の変動額の累計を比較して、

有効性の判断を行っております。た

だし、特例処理を採用している金利

スワップについては、有効性評価を

省略しております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

 

  

消費税等の会計処理 

 

 税抜方式により処理しております。 同 左 

 (7) 固定資産の減損に係る

会計基準 

――――  固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議

会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）が平成16年３月31

日に終了する連結会計年度に係る財務

諸表から適用できることになったこと

に伴い、当連結会計年度より、同会計

基準及び同適用指針を適用しておりま

す。 

 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損失

は832,413千円多く計上されておりま

す。なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基づ

き、各資産の金額から直接控除してお

ります。 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用して

おります。 

同 左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

 連結調整勘定の償却については５年

間の均等償却を行っております。 

 なお、金額的に重要性のない場合

は、発生した年度において一括償却し

ております。 

同 左 

７ 利益処分項目等の取扱い

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

作成しております。 

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(現金及び現金同等物)は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ケ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっておりま

す。 

同 左 
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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16年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

※１ 非連結子会社及び関連会社項目 

   非連結子会社及び関連会社に対する主なものは次

の通りであります。 

投資有価証券(株式) 35,073千円
 

※１ 非連結子会社及び関連会社項目 

   非連結子会社及び関連会社に対する主なものは次

の通りであります。 

投資有価証券(株式) 55,984千円
 

※２ 下記の資産は、短期借入金及び長期借入金

 6,794,573千円、一年内返済予定の社債800,000 

千円の担保に供しております。 

建物・構築物 1,938,348千円

土地 4,204,322 

投資有価証券 229,379 

預金 10,132 

計 6,382,181 
 

※２ 下記の資産は、短期借入金及び長期借入金（計

3,476,017千円）の担保に供しております。 

建物・構築物 1,602,612千円

土地 2,639,359 

投資有価証券 209,958 

計 4,451,929 
 

３ 保証債務 

北三和電気工業㈱ 17,000千円

三陽電設㈱ 39,846 

計 56,846 
 

３ 保証債務 

北三和電気工業㈱ 17,000千円

三陽電設㈱ 24,301 

計 41,301 
 

４ 受取手形割引高 7,876千円
 

４ 受取手形割引高 49,537千円
 

※５      ―――――――― ※５ 契約形態の変更のため、当連結会計年度より次の
ように表示しております。 

 
  

前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度
  
関係会社短期借入金 関 係 会 社 預 り 金
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目は次のとおり

であります。 

役員報酬 256,229千円

従業員給料手当 1,335,458 

役員退職金 32,933 

退職給付費用 134,538 

法定福利費 197,808 

福利厚生費 62,704 

減価償却費 53,866 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目は次のとおり

であります。 

役員報酬 259,523千円

従業員給料手当 1,270,109 

役員退職金 25,976 

退職給付費用 83,271 

法定福利費 193,218 

福利厚生費 57,674 

減価償却費 64,725 
 

※２ 固定資産の売却益の内訳は次のとおりでありま

す。 

土地 89,509千円
 

※２      ――――――――― 

 

※３ 固定資産の除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

建物・構築物 18,288千円

機械装置及び運搬具 3,745 

工具器具・備品 89,662 

計 111,695 
 

※３ 固定資産の除却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

建物・構築物 6,934千円

機械装置及び運搬具 5,003 

工具器具・備品 24,896 

ソフトウエア 9,482 

計 46,316 
 

※４ 固定資産の売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

建物・構築物 12,786千円

機械装置及び運搬具 29 

土地 58,656 

計 71,471 
 

※４ 固定資産の売却損の内訳は次のとおりでありま

す。 

建物・構築物 9,192千円

機械装置及び運搬具 394 

工具器具備品 3,910 

土地 1,294 

電話加入権 704 

計 15,496 
 

※５ 研究開発費 

完成工事原価に含まれる 
研究開発費 

30,433千円

 

※５ 研究開発費 

完成工事原価に含まれる 
研究開発費 

20,067千円
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前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※６ 減損損失 

 当社は、コムシスグループ内の事業再編に伴う所有

土地のグループ会社間移管等に備え、市場価格が著し

く下落している以下の土地の帳簿価額を回収可能価額

（正味売却価額により測定）まで減額し、当該減少額

を減損損失（832,413千円）として特別損失に計上し

ております。 

 また、正味売却価額の算定に当たっては、路線価に

合理的な調整を行って算出した金額を使用しておりま

す。 

 

用 途 場 所 種 類 減 損 損 失

本 社 東京都目黒区 土 地 445,660

工事センタ 埼玉県川越市 土 地 122,738

そ の 他 大阪市他５件 土 地 264,013

合 計   832,413

 

 

 

 

 

 

※６      ――――――――― 
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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15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

(平成16年３月31日)

現金及び預金勘定 1,088,451千円

預入期間が３ケ月を超える定期預金 △164,123 

現金及び現金同等物 924,327 
  

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 

(平成17年３月31日)

現金及び預金勘定 866,692千円

現金及び現金同等物 866,692 
  

２ 当連結会計年度に株式の売却により三和システム建

設㈱、三陽電設㈱が連結子会社でなくなったことに

伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに三和システ

ム建設㈱株式、三陽電設㈱株式の売却価額と売却に

よる収入は次のとおりであります。 

流動資産 585,724千円

固定資産 213,677 

流動負債 △525,738 

固定負債 △146,617 

少数株主持分 △108,716 

株式売却損（△） △8,929 

三和システム建設㈱株式、三陽電設
㈱株式の売却価額 

9,400 

三和システム建設㈱、三陽電設㈱の
現金及び現金同等物 

△189,709 

差引：売却による支出（△） △180,309 
  

２      ――――――――――― 
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(リース取引関係) 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 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 

 

取得 
価額 
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末 
残高 
相当額
(千円)

機械装置
及び 
運搬具 

325,816 91,039 234,777

  

 

取得 
価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末 
残高 
相当額
(千円)

機械装置
及び 
運搬具 

261,655 34,328 227,327

工具器具
備品 

35,215 13,729 21,485

合 計 296,870 48,057 248,812
  

② 未経過リース料期末

残高相当額 

１年内 48,315千円

１年超 188,953 

合計 237,269 
 

１年内 60,362千円

１年超 188,450 

合計 248,812 
 

③ 支払リース料、減価

償却費相当額及び支払

利息相当額 

支払リース料 50,376 

減価償却費相当額 45,667 

支払利息相当額 4,059 
 

支払リース料 45,041 

減価償却費相当額 45,041 
 

④ 減価償却費相当額の

算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。 

同 左 

⑤ 利息相当額の算定方

法 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

同 左 
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(有価証券関係) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

前連結会計年度(平成16年３月31日) 当連結会計年度(平成17年３月31日) 

 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対
照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価 
(千円) 

連結貸借対 
照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

  

株式 322,719 448,236 125,516 311,081 397,594 86,513

(2) 連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

  

株式 118,558 103,780 △14,778 105,888 81,695 △24,193

合計 441,278 552,016 110,738 416,969 479,289 62,319

(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損11,660千円を計上しております。 

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 

   処理を行っております。 

 

２ 前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 

前連結会計年度 
(自平成15年４月１日 至平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

売却額(千円) 
売却益の合計額 

(千円) 
売却損の合計額

(千円) 
売却額(千円) 

売却益の合計額 
(千円) 

売却損の合計額
(千円) 

1,019,355 188,168 10,362 0 ― 0

 

３ 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 

前連結会計年度(平成16年３月31日) 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 102,856千円

(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損39,365千円を計上しております。 

 

当連結会計年度(平成17年３月31日) 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 65,252千円

(注) 当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損29,999千円を計上しております。 
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(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 

当社は為替変動リスク及び金利変動リスクを回避する目的で、金利オプション、金利スワップ及び

為替予約取引を利用しておりますが、デリバティブ取引は、すべて担当責任者の承認のもとで行われ

ており、投機的取引はありません。 

２ 取引の時価等に関する事項 

ヘッジ会計を適用しているため、開示の対象から除いております。 

 

当連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 取引の状況に関する事項 

当社は為替変動リスク及び金利変動リスクを回避する目的で、金利オプション、金利スワップ及び

為替予約取引を利用しておりますが、デリバティブ取引は、すべて担当責任者の承認のもとで行われ

ており、投機的取引はありません。 

２ 取引の時価等に関する事項 

ヘッジ会計を適用しているため、開示の対象から除いております。 

 

(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社および一部の連結子会社は、確定給付型制度として、適格退職年金制度、総合型年金基金であ

る厚生年金基金制度および退職一時金制度を設けております。 

なお、一部の連結子会社においては、退職一時金制度とこれを補完する中小企業退職共済制度へ加

入しております。 

また当社において退職給付信託を設定しております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 
 

 
前連結会計年度 

(平成16年３月31日)(千円) 
当連結会計年度 

(平成17年３月31日)(千円) 

退職給付債務 △4,634,114 △3,408,422

年金資産 841,451 784,495

未積立退職給付債務 △3,792,662 △2,623,927

会計基準変更時差異の未処理額 1,849,686 248,500

未認識数理計算上の差異 407,350 100,818

未認識過去勤務債務 △229,035 ―

連結貸借対照表計上額 △1,764,661 △2,274,609

前払年金費用 ― 2,401

退職給付引当金 △1,764,661 △2,277,011

(注) １ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

２ 総合型年金基金の年金資産額は以下のとおりであります。(持分は人数により算定しております。) 

 

 
前連結会計年度 

(平成16年３月31日)(千円) 
当連結会計年度 

(平成17年３月31日)(千円) 

年金資産 7,157,567 6,125,170
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３ 退職給付費用に関する事項 

 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

(千円) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

(千円) 

勤務費用 596,210 544,764

利息費用 130,559 61,486

期待運用収益 △4,462 △3,775

会計基準変更時差異の処理額 168,690 1,594,874

数理計算上の差異の処理額 60,761 107,576

過去勤務債務の費用処理額 △229,035 △229,035

退職給付費用 722,722 2,075,891

(注) １ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。 

２ 総合型年金基金の拠出額は勤務費用に含めております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 

 
前連結会計年度 

(平成16年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成17年３月31日) 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

割引率 2.5％ 2.0％ 

期待運用収益率 0.0％～2.5％ 0.0％～2.5％ 

会計基準変更時差異の処理年数 主として15年 主として15年 

数理計算上の差異の処理年数 主として10年 主として10年 

（注） 当連結会計年度において、当社及び㈱エス・イー・シー・ハイテックに係る会計基準変更時差異の未処理 
   額は一括費用処理しております。 

 



ファイル名:160_g_0187700101706.doc 更新日時:2005/06/26 2:10 印刷日時:05/06/26 3:27 

― 130 ― 

(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産 

賞与引当金損金算入限度超過額 116,582千円

未払事業税 3,737

退職給付引当金繰入限度超過額 627,211

退職給付信託設定損 277,905

会員権評価損 45,610

未実現利益 3,513

役員退職慰労引当金 107,410

繰越欠損金 364,092

その他 118,530

小計 1,664,593

評価性引当額 △70,197

繰延税金資産合計 1,594,396

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 △11,002

退職給付信託設定益 △252,369

その他有価証券評価差額金 △36,907

その他 △9,655

繰延税金負債合計 △309,934

繰延税金資産の純額 1,284,461
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

繰延税金資産 

賞与引当金損金算入限度超過額 131,084千円

未払事業税 16,533

退職給付引当金繰入限度超過額 873,362

退職給付信託設定損 280,555

会員権評価損 42,439

未実現利益 660

役員退職慰労引当金 66,740

繰越欠損金 926,305

その他 489,633

小計 2,827,315

評価性引当額 △894,151

繰延税金資産合計 1,933,164

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 △11,056

退職給付信託設定益 △253,618

その他有価証券評価差額金 △25,372

その他 △11,189

繰延税金負債合計 △301,237

繰延税金資産の純額 1,631,927
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

   当連結会計年度については、税金等調整前当期純

損失を計上しているため、記載を省略しておりま

す。 
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

          同  左 
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(セグメント情報) 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、電気・通信設備工事業の売上高、営業利益及び資産

の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割

合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

 

２ 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おいて、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び

重要な支店がないため該当事項はありません。 

 

３ 海外売上高 

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

を省略しております。 

 

 

(関連当事者との取引) 

前連結会計年度(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又は

出資金 

(千円) 

事業の

内容又

は職業

議 決 権 等

の所有(被

所有)割合

(％) 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の

内容 

取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

(千円) 

親会社 

コムシス

ホールデ

ィングス

㈱ 

東京

都品

川区 

10,000,000 
持株 

会社 

(被所有)

直接 

100.0 

役員 

１名 

経営管

理の契

約 

資金の

借入 
17,286,557 

関係

会社

短期

借入

金 

1,526,529

 

２ 子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又は

出資金 

(千円) 

事業の

内容又

は職業

議 決 権 等

の所有(被

所有)割合

(％) 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の

内容 

取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

(千円) 

子会社 
SECM,S.A. 

DE C.V. 

メキ

シコ 

14,700 

(1,050千 

メキシコ 

ペソ) 

電気通

信設備

工事 

(所有) 

直接 

90.4 

無 

当社工

事の一

部を発

注 

債権放

棄 

（注）

187,209 － －

(注) 同社の整理計画に基づくものであります。 

 

当連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又は

出資金 

(千円) 

事業の

内容又

は職業

議 決 権 等

の所有(被

所有)割合

(％) 

役員の

兼任等

事業上

の関係

取引の

内容 

取引金額

(千円) 
科目 

期末残高

(千円) 

親会社 

コムシス

ホールデ

ィングス

㈱ 

東京

都品

川区 

10,000,000 
持株 

会社 

(被所有)

直接 

100.0 

役員 

１名 

経営管

理の契

約 

資金の

預り 
33,837,134 

関係

会社 

預り

金 

1,865,716
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(１株当たり情報) 

 

 
前連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 158円22銭 118円99銭 

１株当たり当期純損失 △8円12銭 △80円05銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

― ― 

  潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、１株当たり当

期純損失であり、また、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。 

      同  左 

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

 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

当期純損失(千円) △165,608 △2,583,117 

普通株主に帰属しない金額(千円) 6,300 12,365 

 (うち利益処分による役員賞与金) (6,300) (12,365)

普通株式に係る当期純損失(千円) △171,908 △2,595,482 

普通株式の期中平均株式数(千株) 21,174 32,424 

 

 

 

(重要な後発事象) 

前連結会計年度(自 平成15年４月１日 至 平成16年３月31日) 

 該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

 該当事項はありません。 
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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 

基準日 ３月31日 

株券の種類 100,000株券、10,000株券及び1,000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 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 
三菱信託銀行株式会社 証券代行部 

  代理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５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・
買増し 

 

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 
三菱信託銀行株式会社 証券代行部 

  代理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５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・買増手数料 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 東京都において発行する日本経済新聞 

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】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はない。 

 

２ 【その他の参考情報】 

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いる。 

 

 
(1) 
 

 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

 
事業年度 
(第１期) 

 
自 平成15年９月29日 
至 平成16年３月31日 

 
平成16年６月29日 
関東財務局長に提出 

 
(2) 

 
半期報告書 

 
(第２期中) 

 
自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日 

 
平成16年12月21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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独立監査人の監査報告書 

 

 

平成16年６月29日 

コムシスホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

公認会計士 桜友共同事務所 

 

公認会計士  宮  下  英  次   

 

公認会計士  丹  羽  秀  夫   

 

公認会計士  斉  藤     孝   

 

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

いるコムシスホールディングス株式会社の平成15年４月１日から平成16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。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

私たちの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、私たちに連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私

たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、コムシスホールディングス株式会社及び連結子会社の平成16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・フローの状況をすべての重要な点にお

いて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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独立監査人の監査報告書 

 

 

平成17年６月29日 

コムシスホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

公認会計士 桜友共同事務所 

 

公認会計士  宮  下  英  次   

 

公認会計士  丹  羽  秀  夫   

 

公認会計士  斉  藤     孝   

 

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

いるコムシスホールディングス株式会社の平成16年４月１日から平成17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。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、

私たちの責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、私たちに連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に

よって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私

たちは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私たちは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、コムシスホールディングス株式会社及び連結子会社の平成17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・フローの状況をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

 

追記情報 

会計方針の変更に記載のとおり、会社は、固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該

会計基準により連結財務諸表を作成している。 

 

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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独立監査人の監査報告書 

 

 

平成16年６月29日 

コムシスホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

公認会計士 桜友共同事務所 

 

公認会計士  宮  下  英  次   

 

公認会計士  丹  羽  秀  夫   

 

公認会計士  斉  藤     孝   

 

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

いるコムシスホールディングス株式会社の平成15年９月29日から平成16年３月31日までの第１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。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、私たちに財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。

監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、コムシスホールディングス株式会社の平成16年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

事業年度の経営成績をすべての重要な点において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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独立監査人の監査報告書 

 

 

平成17年６月29日 

コムシスホールディングス株式会社 

取締役会 御中 

公認会計士 桜友共同事務所 

 

公認会計士  宮  下  英  次   

 

公認会計士  丹  羽  秀  夫   

 

公認会計士  斉  藤     孝   

 

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

いるコムシスホールディングス株式会社の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第２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。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私たちの責任は独立の立場から財務諸表に対する意見

を表明することにある。 

私たちは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、私たちに財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。

監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。私たちは、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私たちは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、コムシスホールディングス株式会社の平成17年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する

事業年度の経営成績をすべての重要な点において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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