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株　主　各　位

第44期定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

第44期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）

①連結株主資本等変動計算書

②連結計算書類の連結注記表

③株主資本等変動計算書

④計算書類の個別注記表

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に

基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.jast.

jp/ir/）に掲載することにより、株主の皆様に提供しております。

表紙
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連結株主資本等変動計算書（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） (単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,076,669 1,038,308 3,299,968 △266,539 5,148,407

当期変動額

剰余金の配当 △131,200 △131,200

親会社株主に帰属す

る当期純利益
291,873 291,873

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

△39,517 △39,517

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － △39,517 160,672 － 121,155

当期末残高 1,076,669 998,790 3,460,641 △266,539 5,269,562

その他の包括利益累計額
非支配株主

持分
純資産合計その他有価証券

評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 61,263 △9,647 153,109 204,724 79,875 5,433,007

当期変動額

剰余金の配当 △131,200

親会社株主に帰属す

る当期純利益
291,873

非支配株主との取引

に係る親会社の持分

変動

△39,517

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
△10,296 △4,704 △62,709 △77,710 △28,000 △105,710

当期変動額合計 △10,296 △4,704 △62,709 △77,710 △28,000 15,444

当期末残高 50,966 △14,352 90,400 127,013 51,875 5,448,452

－ 1 －

連結株主資本等変動計算書
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連結計算書類の連結注記表
＜連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等＞

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　７社

連結子会社の名称

JAST TECHNIQUES PTE. LTD.

JASTEC(THAILAND)CO., LTD.

アルファコンピュータ株式会社

株式会社新日本ニーズ

SafeNeeds株式会社

桂林安信軟件有限公司

上海嘉峰信息科技有限公司

　上記のうち、桂林安信軟件有限公司につきましては実質支配力基準に基づき、平成24年７月２日

付で既に当社の連結子会社となっておりますが、当連結会計年度に外資投資企業としての一連の手

続きを終え、出資金の払込が完了したことで直接に議決権の過半数を保有しております。

　また、上海嘉峰信息科技有限公司につきましては当連結会計年度に出資金の払込を終え、外資投

資企業としての一連の手続きが完了したため、新たに連結の範囲に含めております。

２．持分法の適用に関する事項

　持分法適用対象会社はありません。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち在外連結子会社４社の決算日は平成27年12月31日であります。連結財務諸表の作成に

あたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、平成28年１月１日から連結決算日平

成28年３月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

　なお、国内連結子会社３社の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．会計方針に関する事項

(1)資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

イ　満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用しております。

ロ　その他有価証券

・時価のあるもの

　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用しております。

・時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

②たな卸資産

・商品

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

用しております。

・製品

　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。

・仕掛品

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

用しております。

・貯蔵品

　 終仕入原価法を採用しております。

－ 2 －

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
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(2)固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

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

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　10年～35年

その他　　　　　　　　　４年～10年

②無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（３～５年）に基づく定額法を採用して

おります。

③リース資産

イ　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

ロ　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④投資その他の資産

　その他（賃貸不動産）

　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）

については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は47年（建物）であります。

(3)引当金の計上基準

①貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

②賞与引当金

　当社及び連結子会社の一部は従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

③役員退職慰労引当金

　当社及び国内連結子会社の一部は役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。

④役員賞与引当金

　当社及び連結子会社の一部は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額の当連結

会計期間負担額を計上しております。

⑤工事損失引当金

　受注製作ソフトウェア開発に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において翌期以降に損

失の発生が見込まれ、かつ、金額を合理的に見積もることができる契約について、損失見込額を計上し

ております。

(4)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①退職給付に係る会計処理の方法

　退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、

退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、

退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によってお

ります。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定率法によりそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定率法に

より発生時から費用処理しております。

　未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけ

るその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

－ 3 －

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
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②受注製作ソフトウェアに係る収益及び原価の計上基準

・当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約

　工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

・その他の契約

　工事完成基準

③のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。

④消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(5)会計方針の変更

企業結合に関する会計基準等の適用

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」

という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連

結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13

日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合

の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発

生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後

実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合

日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等

の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項

(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期

首時点から将来にわたって適用しております。

　この結果、当連結会計年度末の資本剰余金が39,517千円減少しております。

　また、当連結会計年度の連結株主資本等変動計算書の資本剰余金の期末残高は39,517千円減少してお

ります。

　なお、当連結会計年度の１株当たり純資産額は7.53円減少しております。

＜連結貸借対照表に関する注記＞

１．担保に供している資産

建物及び構築物 52,341千円

土地 142,361千円

投資その他の資産　その他（賃貸不動産） 128,333千円

計 323,037千円

　なお、担保に係る債務の残高はありません。

２．資産に係る減価償却累計額

(1)有形固定資産 518,349千円

(2)投資その他の資産　その他（賃貸不動産） 195,084千円

－ 4 －

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
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＜連結株主資本等変動計算書に関する注記＞

１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 5,612,230株

２．配当に関する事項

(1)配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

平成27年５月14日
取 締 役 会

普 通 株 式 131,200 25 平成27年３月31日 平成27年６月５日

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

　平成28年５月19日開催の取締役会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案してお

ります。

①配当金の総額 131,200千円

②１株当たり配当額 25円

③基準日 平成28年３月31日

④効力発生日 平成28年６月９日

　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

＜金融商品に関する注記＞

１．金融商品の状況に関する事項

(1)金融商品に対する取組方針

　当社グループは、必要な資金については主に自己資金で賄っておりますが、資金繰りの状況や金融情勢

を勘案し、銀行からの借入によっても資金を調達しております。一時的な余資は元本保証、固定金利の預

金等、安全性の高い金融資産に限定して運用しております。また、デリバティブ取引は行っておりません。

(2)金融商品の内容及びそのリスク

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

主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されて

おります。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。

(3)金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　与信管理規程に従い、担当部署が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残

高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引

先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスク

を管理しております。

(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

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

用することにより、当該価額が変動することがあります。

－ 5 －

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記



2016/05/27 15:15:19 / 15175420_日本システム技術株式会社_招集通知

２．金融商品の時価等に関する事項

　平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。

連結貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

(1)現金及び預金 2,436,624 2,436,624 －

(2)受取手形及び売掛金 3,436,003 3,436,003 －

(3)投資有価証券

①満期保有目的の債券 204,530 201,180 △3,350

②その他有価証券 359,605 359,605 －

(4)差入保証金 376,493 371,691 △4,801

　資産計 6,813,257 6,805,105 △8,152

(1)買掛金 907,911 907,911 －

(2)未払法人税等 104,706 104,706 －

　負債計 1,012,618 1,012,618 －

（注）金融商品の時価の算定方法

資　産

(1)現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金

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

によっております。

(3)投資有価証券

　これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示された価

格によっております。

(4)差入保証金

　差入保証金の時価は、将来返還されない保証金を控除した金額を、国債の利回り等の利率で割り引いた

現在価値により算定しております。

負　債

(1)買掛金、並びに(2)未払法人税等

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

によっております。

－ 6 －

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記
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＜退職給付会計注記＞

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、退職金規程に基づく退職一時金制度、確定給付型の企業年金制度及び

確定拠出型の企業年金制度があります。また、当社は全国情報サービス産業厚生年金基金に加入しておりま

すが、当該厚生年金基金制度は退職給付に関する会計基準33項の例外処理を行う制度であります。なお、要

拠出額を退職給付費用として処理しており、当連結会計年度の連結計算書類上、掛金拠出額31,141千円を費

用計上しております。

　アルファコンピュータ株式会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、

関東ＩＴソフトウェア厚生年金基金に加入しており、要拠出額を退職給付費用として処理しており、当連結

会計年度の連結計算書類上、掛金拠出額1,426千円を費用計上しております。

　株式会社新日本ニーズは、中小企業退職金共済に加入しており、要拠出額を退職給付費用として処理して

おり、当連結会計年度の連結計算書類上、掛金拠出額3,352千円を費用計上しております。

　なお、在外連結子会社のうち１社は、現地国制度に基づく退職金制度を採用しております。

　要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。

（全国情報サービス産業厚生年金基金）

(1)制度全体の積立状況に関する事項（平成27年３月31日現在）

年金資産の額 744,963,870千円

年金財政上の数理債務の額と 低責任準備金の額との合計額 737,816,144千円

差引額 7,147,726千円

(2)制度全体に占める当社の掛金拠出割合（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）

　0.44％

(3)補足説明

　上記(1)の差引額の主な要因は、下記のとおりであります。

過去勤務債務残高 △88,702千円

当年度剰余金 7,236,428千円

差引額 7,147,726千円

　なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

（関東ＩＴソフトウェア厚生年金基金）

(1)制度全体の積立状況に関する事項（平成27年３月31日現在）

年金資産の額 299,860,983千円

年金財政上の数理債務の額と 低責任準備金の額との合計額 268,707,059千円

差引額 31,153,924千円

(2)制度全体に占める連結子会社の掛金拠出割合（自平成26年４月１日 至平成27年３月31日）

　0.05％

(3)補足説明

　上記(1)の差引額の主な要因は、下記のとおりであります。

別途積立金 24,963,018千円

当年度剰余金 6,190,906千円

差引額 31,153,924千円

　なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

２．確定給付制度

(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

退職給付債務の期首残高 1,468,150千円

勤務費用 124,141千円

利息費用 15,319千円

数理計算上の差異の発生額 △3,336千円

退職給付の支払額 △70,925千円

その他 △373千円

退職給付債務の期末残高 1,532,976千円
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(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 1,177,566千円

期待運用収益 29,439千円

数理計算上の差異の発生額 △52,715千円

事業主からの拠出額 46,367千円

退職給付の支払額 △21,170千円

年金資産の期末残高 1,179,487千円

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付

に係る資産の調整表

積立型制度の退職給付債務 732,061千円

年金資産 △1,179,487千円

△447,426千円

非積立型制度の退職給付債務 800,914千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 353,488千円

退職給付に係る負債 800,914千円

退職給付に係る資産 △447,426千円

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 353,488千円

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 124,141千円

利息費用 15,319千円

期待運用収益 △29,439千円

数理計算上の差異の費用処理額 △46,308千円

過去勤務費用の費用処理額 △307千円

確定給付制度に係る退職給付費用 63,405千円

(5)退職給付に係る調整額

　退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

過去勤務費用 △307千円

数理計算上の差異 △95,687千円

合　計 △95,994千円

(6)退職給付に係る調整累計額

　退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

未認識過去勤務費用 1,186千円

未認識数理計算上の差異 129,110千円

合　計 130,297千円

(7)年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券 57％

株式 40％

現金及び預金 3％

合　計 100％

②長期期待運用収益率の設定方法

　年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を

構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

－ 8 －
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(8)数理計算上の計算基礎に関する事項

　当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

割引率　1.07％

長期期待運用収益率　2.5％

一時金選択率　100％

３．確定拠出制度

　当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、70,834千円であります。

－ 9 －
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＜税効果会計に関する注記＞

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（流動） （単位：千円）

賞与引当金 129,610

未払費用 19,541

未払金 14,523

未払事業税 11,617

その他 16,470

計 191,764

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金 115,370

退職給付に係る負債 242,844

貸倒引当金 26,692

賃貸不動産（土地） 17,358

資産除去債務 27,343

その他 52,353

繰延税金資産小計 481,962

評価性引当額 △234,877

計 247,084

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 22,493

退職給付に係る資産 137,001

その他 22,008

計 181,502

繰延税金資産の純額 65,580

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主要な差異原因

(1)法定実効税率 33.1％

（調整）

交際費等永久差異項目 2.0％

住民税均等割 1.2％

評価性引当額の増加 4.3％

税率変更による影響 4.3％

税額控除 △7.6％

その他 0.7％

(2)税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.0％

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法

律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する連結会

計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負

債の計算（ただし、平成28年４月１日以降解消されるものに限る）に使用する法定実効税率は前連結会計年

度の計算において使用した32.3％から平成28年４月１日に開始する連結会計年度及び平成29年４月１日に開

始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9％に、平成30年４月１日に開始する連結会

計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は11,374千円減少し、

法人税等調整額が14,878千円、その他有価証券評価差額金が1,263千円、退職給付に係る調整累計額が2,241

千円、それぞれ増加しております。
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＜賃貸等不動産に関する注記＞

１．賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社では、兵庫県において、賃貸用マンション（土地を含む。）を有しております。平成28年３月期にお

ける当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は3,373千円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計

上）であります。

２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時　　価

128,333 128,859

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

２．当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標

等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

＜１株当たり情報に関する注記＞

１．１株当たり純資産額 1,028円31銭

２．１株当たり当期純利益 55円62銭
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株主資本等変動計算書（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） (単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本

合計資本

準備金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

その他利益剰余金 利益

剰余金

合計
別途

積立金

繰越利益

剰余金

当期首残高 1,076,669 1,038,308 1,038,308 32,665 3,159,000 401,753 3,593,418 △266,539 5,441,856

当期変動額

別途積立金の積立 90,000 △90,000 － －

剰余金の配当 △131,200 △131,200 △131,200

当期純利益 288,876 288,876 288,876

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － 90,000 67,675 157,675 － 157,675

当期末残高 1,076,669 1,038,308 1,038,308 32,665 3,249,000 469,429 3,751,094 △266,539 5,599,532

評価・換算差額等

純資産

合計
その他有

価証券評

価差額金

評価・換

算差額等

合計

当期首残高 61,263 61,263 5,503,120

当期変動額

別途積立金の積立 －

剰余金の配当 △131,200

当期純利益 288,876

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
△10,296 △10,296 △10,296

当期変動額合計 △10,296 △10,296 147,379

当期末残高 50,966 50,966 5,650,499

－ 12 －
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計算書類の個別注記表
＜重要な会計方針に係る事項に関する注記＞

１．資産の評価基準及び評価方法

(1)有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式　　　　　　　　移動平均法による原価法を採用しております。

②満期保有目的の債券　　　　償却原価法（定額法）を採用しております。

③その他有価証券　　　　　　・時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

・時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用しております。

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商品　　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）を採用しております。

②製品　　　　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しております。

③仕掛品　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）を採用しております。

④貯蔵品　　　　　　　　　　　 終仕入原価法を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産

（リース資産を除く）

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　10年～35年

工具、器具及び備品　４年～10年

(2)ソフトウェア

（リース資産を除く）

　社内における利用可能期間（３～５年）による定額法を採用しておりま

す。

(3)リース資産

①所有権移転ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用してお

ります。

②所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース

資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。

(4)賃貸不動産 　定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

賃貸不動産（建物）　　　　47年

３．引当金の計上基準

(1)貸倒引当金 　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。

(2)賞与引当金 　従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

(3)退職給付引当金 　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　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

定の年数（10年）による定率法により翌事業年度から費用処理することに

しております。

　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定率法により発生時から費用処理することにしており

ます。
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(4)役員退職慰労引当金 　役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計

上しております。

(5)役員賞与引当金 　役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額の当期負担額

を計上しております。

(6)工事損失引当金 　受注製作ソフトウェア開発に係る将来の損失に備えるため、当事業年度

末において翌期以降に損失の発生が見込まれ、かつ、金額を合理的に見積

もることができる契約について、損失見込額を計上しております。

４．収益及び費用の計上基準

(1)受注製作ソフトウェアに係る収益及び原価の計上基準

①当事業年度末までの進捗部

分について成果の確実性が

認められる契約

　工事進行基準

　（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

②その他の契約　　　　　　　　工事完成基準

５．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1)退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結

計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2)消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

＜貸借対照表に関する注記＞

１．担保に供している資産

建物 52,310千円

構築物 30千円

土地 142,361千円

賃貸不動産 128,333千円

計 323,037千円

　なお、担保に係る債務の残高はありません。

２．偶発債務

関係会社の金融機関からの借入に対する債務保証

JAST TECHNIQUES PTE. LTD. 21,665千円

SafeNeeds株式会社 30,000千円

外貨建債務保証は、決算日の為替相場により円換算しております。
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３．資産に係る減価償却累計額

(1)有形固定資産 484,997千円

(2)賃貸不動産 195,084千円

４．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

(1)関係会社に対する短期金銭債権 43,295千円

(2)関係会社に対する短期金銭債務 81,519千円

＜損益計算書に関する注記＞

１．関係会社との取引高

(1)営業取引による取引高

①営業収入 98,209千円

②営業費用 391,795千円

(2)営業取引以外の取引による収入 15,704千円

＜株主資本等変動計算書に関する注記＞

１．当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

　普通株式 364,210株

＜税効果会計に関する注記＞

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（流動） （単位：千円）

賞与引当金 118,171

未払費用 17,780

未払金 14,523

未払事業税 10,057

その他 6,974

計 167,508

繰延税金資産（固定）

役員退職慰労引当金 96,275

退職給付引当金 237,763

貸倒引当金 26,692

賃貸不動産（土地） 17,358

資産除去債務 25,549

関係会社株式 28,260

その他 9,072

繰延税金資産小計 440,971

評価性引当額 △200,174

繰延税金資産合計 240,796

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 22,493

前払年金費用 102,827

その他 20,708

計 146,028

繰延税金資産の純額 94,768
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２．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法

律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年

度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の

計算（ただし、平成28年４月１日以降解消されるものに限る）に使用する法定実効税率は前事業年度の計算

において使用した32.3％から平成28年４月１日に開始する事業年度及び平成29年４月１日に開始する事業年

度に解消が見込まれる一時差異については30.9％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見

込まれる一時差異については、30.6％となります。

　この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は13,370千円減少し、

法人税等調整額が14,633千円、その他有価証券評価差額金が1,263千円、それぞれ増加しております。

＜関連当事者との取引に関する注記＞

　該当事項はありません。

＜１株当たり情報に関する注記＞

１．１株当たり純資産額 1,076円69銭

２．１株当たり当期純利益 55円04銭
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