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(4) 重要な会計方針 

 

近の有価証券報告書（平成25年６月20日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を省略しておりま

す。 

 

(5) 表示方法の変更  

 

①貸借対照表関係 

前事業年度において、流動資産に区分掲記していた「未収入金」「前渡金」「関係会社短期貸付金」「預け金」

は、その重要性が乏しくなったことから、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。なお、前事業年

度の流動資産の「その他」に含まれる「未収入金」「前渡金」「関係会社短期貸付金」「預け金」の金額は、それ

ぞれ14,270百万円、101百万円、39,359百万円、30,000百万円であります。 

前事業年度において、投資その他の資産に区分掲記していた「出資金」「関係会社出資金」「関係会社長期貸付

金」「破産更生債権等」「長期前払費用」は、その重要性が乏しくなったことから、当事業年度より「その他」に

含めて表示しております。なお、前事業年度の投資その他の資産の「その他」に含まれる、「出資金」「関係会社

出資金」「関係会社長期貸付金」「破産更生債権等」「長期前払費用」の金額は、それぞれ2,194百万円、363百万

円、18,933百万円、197百万円、6,656百万円であります。 

前事業年度において、流動負債に区分掲記していた「未払消費税等」は、その重要性が乏しくなったことから、

当事業年度より「その他」に含めて表示しております。なお、前事業年度の流動負債の「その他」に含まれる「未

払消費税等」の金額は、2,093百万円であります。 

前事業年度において、固定負債に区分掲記していた「関係会社長期借入金」は、その重要性が乏しくなったこと

から、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。なお、前事業年度の固定負債の「その他」に含まれ

る「関係会社長期借入金」の金額は、13,138百万円であります。 

 

②損益計算書関係 

前事業年度において、営業外費用に区分掲記していた「投資有価証券評価損」は、その金額の重要性が乏しくな

ったことから、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。なお、前事業年度の営業外費用の「その

他」に含まれる「投資有価証券評価損」の金額は、227百万円であります。 

 

 

 (6) 財務諸表作成に関する注記事項 

 

(貸 借 対 照 表 関 係 )  

 

１．たな卸資産の内訳 

     前事業年度   
 （平成25年３月31日現在） 

  当事業年度   
  （平成26年３月31日現在）

 商品 

 仕掛品 

 貯蔵品 

             715百万円

      12,672百万円

                 989百万円

             743百万円

      10,769百万円

              607百万円

 

２．担保資産及び担保付債務 

 
  前事業年度   

（平成25年３月31日現在） 
  当事業年度   

（平成26年３月31日現在） 

（1）担保資産 

    投資有価証券 

       関係会社株式 

    流動資産その他（関係会社短期貸付金）

    長期貸付金 

    投資その他の資産その他 

（関係会社長期貸付金） 

 

（2）担保付債務 

   子会社の長期借入金 

    （１年以内に返済予定のものを含む） 

 

 

 

270百万円

75百万円

2百万円

540百万円

54百万円

1,863百万円

270百万円

75百万円

2百万円

540百万円

52百万円

1,770百万円
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３．有形固定資産の減価償却累計額 

  前事業年度   
（平成25年３月31日現在） 

  当事業年度   
（平成26年３月31日現在） 

                    463,117百万円 
 

                     475,372百万円 
 

４．保証債務 

システム開発・運用契約に対する履行保証 

  前連結会計年度   
（平成25年３月31日現在） 

  当連結会計年度   
（平成26年３月31日現在） 

Bank of America Corp.（Keane Australia Micropayment 
Consortium Pty Ltd） 

4,402百万円 

（外貨額 45,000千豪ドル） 

Bank of America Corp.（NTT DATA Victorian Ticketing 
System Pty Ltd）

4,283百万円

（外貨額 45,000千豪ドル）

平成25年10月30日にNTT DATA Victorian Ticketing System Pty LtdはKeane Australia Micropayment Consortium Pty Ltd
から名称変更しております。 
 

 

５．損失が見込まれる工事契約に係るたな卸資産は、これに対応する受注損失引当金（前事業年度356百万円、当事業

年度17,923百万円（すべて仕掛品に係る受注損失引当金））と相殺表示しております。 

 

 

(損 益 計 算 書 関 係 )  

 

１．売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 

  前事業年度   
（自 平成24年４月１日 

  至 平成25年３月31日） 

  当事業年度   
（自 平成25年４月１日 

  至 平成26年３月31日） 
 1,246 百万円  

 

 21,056 百万円 

 

 

２．固定資産減損損失 

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

主にパブリック&フィナンシャルで使用している資産において、収益性の低下により将来の投資額の回収が見込め

なくなったため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額した、当該減少額であります。 

固定資産減損損失の内訳はソフトウエア594百万円、データ通信設備527百万円等であります。 

なお、当社における資産のグルーピングは、主にシステムとして一体で機能する単位を 小の単位としておりま

す。 

また、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、測定に用いた割引率は５％であります。 

 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

主にパブリック&フィナンシャルで使用している資産において、収益性の低下により将来の投資額の回収が見込め

なくなったため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額した、当該減少額であります。 

固定資産減損損失の内訳はソフトウエア1,633百万円、ソフトウェア仮勘定1,255百万円等であります。 

なお、当社における資産のグルーピングは、主にシステムとして一体で機能する単位を 小の単位としておりま

す。 

また、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、測定に用いた割引率は５％であります。 

 

３．関係会社再編損 

前事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日） 

グローバルビジネスセグメントでのグループ会社の再編において発生した統合再編経費であり、内容はグループ

会社再編に必要な法的手続き、コンサルティング等の委託費であります。 

 

当事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） 

主にエンタープライズITサービスセグメントでのグループ会社の再編において発生した統合再編経費であり、内

容はグループ会社再編に伴うリストラクチャリング費用等であります。 
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 (税 効 果 会 計 )  

 

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 

 
  前事業年度   

（平成25年３月31日現在） 
  当事業年度   

（平成26年３月31日現在） 

繰延税金資産 

退職給付引当金 

減価償却超過額 

進行基準調整額 

長期借入金（固定資産買戻） 

その他 

繰延税金資産小計 

評価性引当額 

繰延税金資産合計 

 

繰延税金負債 

固定資産 

事業再編に伴う関係会社株式簿価差額 

圧縮積立金 

その他 

繰延税金負債合計 

繰延税金資産の純額 

 

21,286百万円

13,757百万円

10百万円

5,352百万円

     15,331百万円

55,739百万円

    △7,579百万円

48,159百万円

△5,449百万円

△3,966百万円

△737百万円

      △897百万円

   △11,050百万円

     37,109百万円

23,005百万円

12,598百万円

5,890百万円

4,682百万円

     18,182百万円

64,360百万円

    △7,278百万円

57,081百万円

△7,992百万円

△3,966百万円

△223百万円

    △2,673百万円

   △14,855百万円

     42,226百万円

（注）１．前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めて表示していた「進行基準調整額」は、その金額の

重要性が高まったことから、当事業年度より区分掲記しております。なお、前事業年度の繰延税金資産の「そ

の他」15,342 百万円は、「進行基準調整額」10 百万円、「その他」15,331 百万円として組み替えております。 

   ２．前事業年度において、区分掲記していた「有形固定資産（固定資産買戻）」、「有形固定資産（資産除去債

務）」は、区分掲記する重要性が乏しくなったことから、当事業年度より、他の税務上認識すべき固定資産の金

額と合わせて「固定資産」に含めて掲記しております。 

      なお、前事業年度の「有形固定資産（固定資産買戻）」△5,289 百万円、「有形固定資産（資産除去債務）」 

△159 百万円は、「固定資産」△5,449 百万円として組み替えております。 

 

 

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 

 
  前事業年度   

（平成25年３月31日現在） 
  当事業年度   

（平成26年３月31日現在） 

法定実効税率   

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 

受取配当金 

住民税均等割 

研究開発減税による税額控除 

評価性引当額の増減 

税制改正等による税率変更 

その他 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 

38.01％

0.52％

△1.04％

0.13％

△0.12％

△1.11％

0.11％

     0.21％

      36.71％

38.01％

0.61％

△5.61％

0.17％

△1.39％

0.00％

2.79％

    △0.21％

      34.37％
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