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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 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．平成18年３月期の当期純損益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるもの

であります。 

３．平成18年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純

損失であるため記載しておりません。 

４．平成18年３月期の自己資本利益率、株価収益率については、当期純損失となったため記載しておりません。 

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高（百万円） 109,125 108,062 104,375 108,896 109,885

経常利益（百万円） 5,402 4,712 4,275 5,138 7,240

当期純損益（百万円） 3,334 6,345 2,143 2,867 △1,211

純資産額（百万円） 18,861 24,075 26,478 35,006 33,463

総資産額（百万円） 164,938 158,458 152,700 150,233 127,648

１株当たり純資産額（円） 466.28 603.91 669.75 740.97 708.16

１株当たり当期純損益金額
（円） 

82.41 158.28 53.84 68.90 △25.85

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円） 

76.45 134.02 49.25 66.18 －

自己資本比率（％） 11.4 15.2 17.3 23.3 26.2

自己資本利益率（％） 19.6 29.6 8.5 9.3 －

株価収益率（倍） 9.6 2.8 14.9 15.1 －

営業活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

11,292 11,530 9,461 10,050 10,668

投資活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

1,505 △65 △2,166 △1,318 11,479

財務活動によるキャッシュ・
フロー（百万円） 

△14,416 △13,557 △8,486 △8,549 △20,685

現金及び現金同等物の期末残
高（百万円） 

5,536 3,443 2,252 4,534 6,061

従業員数（人） 4,722 4,748 4,606 4,848 4,818



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．平成18年３月期の当期純損益の大幅な減少は、固定資産の減損に係る会計基準適用に伴う減損損失の計上等によるもの

であります。 

３．平成15年３月期および平成18年３月期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するも

のの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

４．平成15年３月期および平成18年３月期の自己資本利益率、株価収益率、配当性向については、当期純損失となったため

記載しておりません。 

また平成14年３月期の配当性向については、配当を実施していないため記載しておりません。 

５．平成16年３月期の１株当たり配当額には、創立40周年記念配当2円を含んでおります。 

  

  

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

売上高（百万円） 93,880 91,947 88,227 92,495 96,001

経常利益（百万円） 3,453 3,669 3,616 3,478 4,604

当期純損益（百万円） 1,168 △686 1,349 2,037 △609

資本金（百万円） 20,455 20,455 20,455 20,455 20,455

発行済株式総数（千株） 40,462 40,462 40,462 48,224 48,224

純資産額（百万円） 46,879 45,068 46,179 53,149 52,243

総資産額（百万円） 151,698 152,635 158,175 160,428 140,725

１株当たり純資産額（円） 1,158.90 1,130.88 1,168.67 1,125.52 1,106.02

１株当たり配当額 
(うち１株当たり中間配当額)
（円） 

－ 
(－) 

7.00
(3.50) 

10.00
(4.00) 

10.00 
(5.00) 

10.00
(5.00) 

１株当たり当期純損益金額
（円） 

28.89 △17.13 34.05 49.16 △12.91

潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額（円） 

27.07 － 31.30 47.38 －

自己資本比率（％） 30.9 29.5 29.2 33.1 37.1

自己資本利益率（％） 2.5 － 3.0 4.1 －

株価収益率（倍） 27.5 － 23.5 21.1 －

配当性向（％） － － 29.3 20.3 －

従業員数（人） 2,596 2,687 2,722 2,898 2,845



２【沿革】 

  

当社は、株式会社インテック（実質上の存続会社）の株式額面を500円から50円に変更するため、昭和55年４月１日を合併期日

として、同社を吸収合併しました。合併前の当社は休業状態であり、したがって、法律上消滅した株式会社インテックが実質上

の存続会社であるため、この「有価証券報告書」では、別に記載のない限り、実質上の存続会社について記載しております。 

  

昭和39年１月 経営上の諸計算並びに諸統計の受託代行業務等を目的として、富山市入船町31番地に資本金10

百万円をもって、株式会社富山計算センターを設立。 

昭和43年２月 東京都に計算センター（事業所）を設立。以後、全国的に計算センター（事業所）を展開。 

昭和45年10月 社名を株式会社インテックと変更。 

昭和47年６月 株式会社札幌電子計算センターと提携。（現・株式会社北海道インテック・連結子会社） 

昭和48年８月 広告・調査・印刷の株式会社アドインテックを設立。（現・株式会社スカイインテック・連結

子会社） 

昭和50年１月 不動産管理事業の株式会社インテック興産を設立。（現・連結子会社） 

昭和50年10月 株式会社日本インテック技研を設立。（現・株式会社インテック ソリューション パワー・連

結子会社） 

昭和54年６月 株式会社北陸インテック技研を設立。 

昭和55年４月 額面変更のため、株式会社インテック（形式上の存続会社）に吸収合併。 

昭和57年11月 名古屋証券取引所市場第二部に上場。（注） 

昭和57年11月 公衆電気通信法に基づく臨時暫定措置に関する省令により、中小企業VAN（付加価値通信）業

者として郵政省に届出。 

昭和58年５月 株式会社インテックシステムズを設立。（現・株式会社アイ・ユー・ケイ・連結子会社） 

昭和58年５月 株式会社インテックリースを設立。（現・連結子会社） 

昭和59年11月 東京証券取引所市場第二部に上場。 

昭和60年４月 電気通信事業法に基づく特別第二種電気通信事業者として郵政省に登録。 

昭和61年９月 東京証券取引所および名古屋証券取引所市場第一部に上場。（注） 

昭和64年１月 不動産賃貸事業の株式会社マイシティを設立。（現・連結子会社） 

平成元年３月 研究開発部門を分離して、株式会社インテック・システム研究所を設立。（現・インテック・

ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社・連結子会社） 

平成３年４月 データエントリーサービスの株式会社ウィズインテックを設立。（現・連結子会社） 

平成８年７月 株式会社西日本インテック技研を設立。 

平成８年８月 一般人材派遣業の株式会社ヒューマを設立。（現・連結子会社） 

平成10年６月 ネットワーク・エンジニアリング部門を分社化し、ネットワークサービスの新会社「株式会社

インテック コミュニケーションズ」を設立。（平成17年1月、当社との合併により解散） 

平成10年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社とアウトソーシング事業に関して業務提携。 

平成12年１月 株式会社日本インテック技研（現・株式会社インテック ソリューション パワー・連結子会

社）は、株式会社西日本インテック技研、株式会社北陸インテック技研と対等合併。 

平成12年12月 インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社は、東京証券取引所「マ

ザーズ」に株式を上場。 

平成13年９月 TSS（電話料金一括割引サービス）事業を株式会社インボイスに営業譲渡。 

平成14年５月 次世代インターネット研究、開発事業の株式会社インテック・ネットコアを設立。 

平成15年３月 ITソリューション事業の株式会社INTEC LG CNSを設立。（現・持分法適用会社） 

平成15年10月 中国遼寧省大連市に大連センターを開設。 

平成15年11月 中国湖北省武漢市にソフトウェア事業の英特克信息技術（武漢）有限公司（インテック武漢）

を設立。 

平成17年１月 株式会社インテック コミュニケーションズを吸収合併し、また、株式交換により株式会社ア

イ・ユー・ケイ、株式会社インテック ソリューション パワーの両社を完全子会社化。 



（注）名古屋証券取引所については、平成17年10月11日に有価証券上場廃止申請書の提出を行い、同年11月15日に上場廃止となっ

ております。 

平成17年７月 株式会社インテック ソリューション パワー北陸本部を新設分割方式により会社分割し、株式

会社高志インテックを設立。（現・連結子会社） 



３【事業の内容】 

  

当社グループ（当社および当社の関係会社）は、情報・通信事業を主な事業としており、アウトソーシング、ソフトウェア、

システム・インテグレーション、ネットワーク、ITコンサルティングやバイオ・インフォマティクスなどの事業を積極的に展開

しております。また、リース事業、不動産賃貸・管理事業など付帯関連する業務についてもサービスを提供しております。 

これらの事業を推進するため、補完的・専門的機能を有する連結子会社11社、持分法適用会社5社を含む17社で連結グループを

形成しております。 

各事業と連結子会社および持分法適用会社の関係は次表のとおりであります。 

なお、次表の４部門は「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 (1)連結財務諸表等 注記事項」に掲げる事業の種類別セグメ

ント情報の区分と同一であります。 

  

  

事業区分 事業内容 関係する会社 

情報・通信事業 

アウトソーシング事業 

当社 

㈱インテック ソリューション パワー 

㈱高志インテック 

㈱ウィズインテック 

㈱北海道インテック 

北国インテックサービス㈱ 

（計6社） 

ソフトウェア事業 

当社 

㈱インテック ソリューション パワー 

㈱高志インテック 

（計3社） 

システム・インテグレーション

事業 

当社 

㈱アイ・ユー・ケイ 

（計2社） 

ネットワーク事業 

当社 

㈱プラネット 

（計2社） 

ITコンサルティング事業 

当社 

㈱INTEC LG CNS 

イーソリューションズ㈱ 

（計3社） 

バイオ・インフォマティクス事

業 

インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォ

マティクス㈱ 

（計1社） 

リース事業 リース事業、割賦販売事業 
㈱インテックリース 

（計1社） 

不動産賃貸・管理事業 不動産賃貸・管理事業 

㈱マイシティ 

㈱インテック興産 

（計2社） 

その他の事業 
人材派遣業、広告業、電子部品

製造業 

㈱ヒューマ 

㈱スカイインテック 

㈱マイテック 

（計3社） 



［事業系統図］ 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 
  

  



４【関係会社の状況】 

(1）連結子会社 

（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．特定子会社に該当しております。 

３．有価証券報告書提出会社であります。 

４．平成17年７月１日に㈱インテック ソリューション パワーからの会社分割により設立されました。 

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容
議決権の所有割
合又は被所有割
合（％） 

関係内容 

㈱北海道インテック 札幌市東区 16 情報・通信事業 100.0

コンピュータ要員を
当社に派遣していま
す。 
 役員の兼任等…有 

㈱インテック ソリ
ューション パワー 

東京都渋谷区 253 情報・通信事業 100.0

コンピュータ要員を
当社に派遣していま
す。 
 役員の兼任等…有 

㈱アイ・ユー・ケイ 東京都千代田区 213 情報・通信事業 100.0
情報機器などを当社
に販売しています。 
 役員の兼任等…有 

インテック・ウェ
ブ・アンド・ゲノ
ム・インフォマティ
クス㈱ 
(注)3 

東京都江東区 1,396 情報・通信事業 63.2
当社より研究開発を
委託しています。 
 役員の兼任等…有 

㈱高志インテック 
(注)4 

富山県富山市 50 情報・通信事業 100.0

コンピュータ要員を
当社に派遣していま
す。 
 役員の兼任等…有 

㈱ウィズインテック 富山県富山市 50 情報・通信事業 100.0

当社よりデータエン
トリー業務を委託し
ています。 
 役員の兼任等…有 

㈱インテックリース 富山県富山市 100 リース事業 100.0

当社より情報機器
（リース物件）を購
入しています。 
 役員の兼任等…有 

㈱インテック興産 富山県富山市 100 
不動産賃貸・管理
事業 

100.0

当社の不動産、空調
などを管理していま
す。 
 役員の兼任等…有 

㈱マイシティ 
(注)2 

富山県富山市 100 
不動産賃貸・管理
事業 

100.0

事業所スペース、研
修所、寮などを当社
に賃貸しています。 
 役員の兼任等…有 

㈱スカイインテック 富山県富山市 60 
その他の事業
（広告、宣伝、調
査、印刷） 

100.0

当社より広告・宣
伝、印刷物などの企
画、発行業務を委託
しています。 
 役員の兼任等…有 

㈱ヒューマ 東京都江東区 50 
その他の事業
（一般労働者派
遣） 

100.0
当社に一般労働者の
派遣をしています。 
 役員の兼任等…有 



(2）持分法適用関連会社 

（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．有価証券報告書提出会社であります。 

３．議決権の所有割合は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであります。 

４．関連会社の議決権に対する所有割合欄の［ ］内は緊密な者の所有割合で外数となっております。 

５．関連会社の議決権に対する所有割合欄の（ ）内は間接所有割合で内数となっております。 

  

  

名称 住所 
資本金 
（百万円） 

主要な事業の内容
議決権の所有割
合又は被所有割
合（％） 

関係内容 

北国インテックサー
ビス㈱ 

石川県金沢市 25 情報・通信事業 45.0

当社との間で情報処
理サービスの受委託
を行っています。 
 役員の兼任等…有 

㈱プラネット 
(注)2(注)3(注)4 

東京都港区 436 情報・通信事業
0.1

［16.0］

当社はネットワーク
運用を受託していま
す。 
 役員の兼任等…有 

イーソリューション
ズ㈱ 

東京都港区 499 情報・通信事業 39.4

当社との間で情報通
信サービスの受託を
行っています。 
 役員の兼任等…有 

㈱INTEC LG CNS 東京都江東区 397 情報・通信事業 45.0

当社よりソフトウェ
ア開発を委託してお
ります。 
 役員の兼任等…有 

㈱マイテック 
(注)5 

富山県富山市 80 
その他の事業
(タッチパネルの
製造) 

50.0
(50.0) 

役員の兼任等…有



５【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員数を記載しております。 

  

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員を記載しております。臨時雇用者数の記載は省略いたしました。 

２．平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。 

  

(3）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、社員の親睦団体である「計和会」を中心に労使のコミュニケーションをはかってお

り、労使関係は円満に推移しております。 

  

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメント名称 従業員数（人）

情報・通信事業   4,662 

リース事業   7 

不動産賃貸・管理事業   109 

その他の事業   40 

合計   4,818 

    平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年令（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

2,845 35.7 11.6 5,771,857 



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、企業収益の改善による民間設備投資の増加や雇用状況の改善が進み、景気は回復基

調で推移いたしました。 

情報・通信業界では、企業の情報化投資が順調に回復してきたことや、市町村合併にともない自治体のシステム投資が増加

したことなどから、業況は堅実に伸長してまいりました。リース業界では、主力の情報関連機器は横ばいとなりましたが、工

作機械が引き続き好調な伸びを持続しているほか、輸送用機器や医療機器も堅調に推移し、リース需要全体では強含みの状況

でありました。不動産業界では、賃貸・管理は大都市圏を中心に需要が堅調であり、空室率は改善傾向にあります。一方、賃

料は一部では上昇する地域もあるものの、全般的にはやや弱含みの状況であります。 

当連結会計年度の業績につきましては、主力の情報・通信事業において、ソフトウェア開発が増収となったことなどから、

当期の売上高は前期比0.9％増の109,885百万円となりました。 

営業利益は、情報・通信事業においてソフトウェア開発が伸びたため、同25.1％増の8,743百万円となり、経常利益につきま

しては、金融収支が改善したことなどから、同40.9％増の7,240百万円となりました。 

しかしながら、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用による減損損失や、有利子負債を削減するための投資有価証券の

処分による損失を特別損失に計上したことなどから、1,211百万円の当期純損失となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

①情報・通信事業 

当社は、競争力強化を目指すお客さまのITパートナーとして、お客さまの経営目標達成を支援する戦略的情報システムの構

築やお客さまが安心してシステムをご利用いただくためのサービスを提供するなど、積極的に事業展開を図りました。 

ソフトウェア開発は、金融機関向け統合システム、製造業向け基幹システム、中央官庁向け基幹公共システムなど大型開発

案件を受注し、好調に推移いたしました。 

金融機関向けには大手銀行の合併案件の第一次のシステム開発を完了し、第二次の開発を開始いたしました。複数の地方銀

行が情報システムを共有する地銀共同化プロジェクトにも、引き続き参画しております。 

製造業向けには、大企業の販売・在庫・物流の基幹システムを大型汎用機システムからオープン系システムに再構築して納

入いたしました。また、多くの中堅製造業のお客さまに、生産・販売システムを開発、納入いたしました。 

中央官公庁向けには事務処理システムの開発基本計画策定業務を完了し、新たに開発監理支援業務を受注いたしました。 

ソフトウェア生産につきましては、大型システム開発案件が増加する中、開発力強化を図り、競争力と収益力を向上させる

ため、新たに「北陸ソフトウェア工場」を設置し本格的に稼働いたしました。また、海外生産拠点である中国の大連センター

および英特克信息技術（武漢）有限公司（インテック武漢：当社子会社）の活用が本格化してまいりました。さらに平成18年

１月には、上海にインテック武漢の支店を設置いたしました。 

また、より高い品質と生産性の向上を図るため、業務プロセス全体を整備・体系化した「IP3」（INTEC Processes for best 

Performance and high Productivity）を全社統一標準といたしました。平成18年３月にPMO（Project Management Office）を

設置し、プロジェクト運営の支援、監査を強化いたしました。 

システム・インテグレーション事業は、当社の主力商品を中心として事業展開を図るとともに、大手のコンピュータメー

カーやOS、ミドルソフトウェアの販売企業と協業し一層の事業拡大を図りました。 

金融機関向け情報系システム「Ｆ３」（当社商品名：エフキューブ）は、大手地方銀行など複数行から受注し納入いたしまし

た。 

地方自治体向けには市町村合併に対応し、総合行政情報システム「e-CIVION」（当社商品名：イー・シビオン）を中核市向

けに機能拡充して納入いたしました。また、自治体職員の業務効率化支援のため、電子決裁システムや職員間情報連携システ

ムなどの業務システムを整備し、複数の合併自治体に納入いたしました。 



アウトソーシング事業は、大手物流企業や大手商社のシステム管理、運用を受注するなど、新たな需要を取り込んで、事業

を拡大いたしました。 

ネットワーク事業は、インターネットに対応した次世代電子商取引基盤事業であるB2B-ix事業を開始し、平成17年９月に、

インターネット上でのデータ交換サービスの標準となる機能を備えた「B-ixServ」（当社商品名：ビックスサーブ）シリーズ

の第１弾である「B-ixServ AS2 Connector」の販売を開始いたしました。12月には、機械要素部品・機械工具の大手専門商社2

社が運営する電子調達システムの企業間取引共通基盤にB2B-ixが採用されました。 

インターネットの次世代規格であるIPv6につきましては、IPv6のリーディング企業である株式会社インテック・ネットコア

（当社子会社）と連携し、平成17年９月から総務省の「IPv6移行実証実験」に参画いたしました。 

インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社（当社子会社）が推進している病理・細胞診検査業務

支援システム「EXpathⅡ」（当社商品名：エクスパスⅡ）の販売強化に取り組むとともに、ゲノム創薬やオーダーメイド医

療・ヘルスケアに向けて、機能性RNAの解析やバイオマーカーの探索等を進めております。平成17年８月には、バイオ研究者向

けのサービスとして多種多様な研究用試薬の一括探索ができる「バイオ百科」を開始いたしました。 

この結果、情報・通信事業の売上高は前連結会計年度比1.3％増の102,781百万円、営業利益は同21.0％増の7,588百万円とな

りました。 

  

②リース事業 

引き続き価格競争力向上のための資金コストの削減に努めるとともに、金利上昇に備えるための各種提携にも積極的に取り

組みました。また、財務体質の改善のため保有資産の整理を進め、有利子負債の削減を進めつつ金利上昇リスクの回避に取り

組みました。 

この結果、リース事業の売上高は前連結会計年度比8.1％減の8,022百万円、営業利益は同517.5％増の426百万円となりまし

た。 

  

③不動産賃貸・管理事業 

自社保有物件の入居率を維持向上させるため、テナントの誘致活動を進めるとともに、お客さまの満足度を高めるための建

物のメンテナンスを実施いたしました。また、通信設備等の工事についても積極的に受注活動を展開いたしました。 

この結果、不動産賃貸・管理事業の売上高は前連結会計年度比2.5％増の3,810百万円、営業利益は同13.7％増の514百万円と

なりました。 

  

④その他の事業 

人材派遣事業においては景気の回復傾向などから、人材への需要が高まり、引き続き成長を加速しております。広告事業に

おいては受注競争の激化などから、十分な収益を確保するに至りませんでした。 

この結果、その他の事業の売上高は前連結会計年度比4.7％減の2,641百万円、営業利益は同8.3％増の85百万円となりまし

た。 

  



(2）キャッシュ・フロー 

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1,463百万円増加し、当連結会計年度末

には6,061百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は10,668百万円（前連結会計年度比618百万円増）となりました。これは主に税金等調整前当

期純利益607百万円、減価償却費5,073百万円、減損損失4,119百万円を計上したことと、売上債権および仕入債務の減少等に

よるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は11,479百万円（前連結会計年度は1,318百万円の支出）となりました。これは主に投資有価

証券の売却および解約により16,157百万円の収入があったことと、設備投資による支出が3,992百万円発生したこと等による

ものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は20,685百万円（前連結会計年度比12,135百万円増）となりました。これは主に普通社債の

償還、長期借入金の返済を行ったこと等によるものであります。当連結会計年度末での借入金・社債の残高は69,188百万円

と、前連結会計年度末より20,077百万円減少いたしました。 

  



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

なお、ソフトウェア以外の情報・通信事業、リース事業、不動産賃貸・管理事業、その他の事業については把握が困難なた

め記載しておりません。 

（注） 上記金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

当連結会計年度における情報・通信事業の受注状況を示すと次のとおりであります。 

なお、ソフトウェア以外の情報・通信事業、リース事業、不動産賃貸・管理事業、その他の事業については把握が困難なた

め記載しておりません。 

（注） 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3）販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  
事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比（％） 

  
情報・通信事業（ソフトウェア） 39,962 105.5 

  事業の種類別セグメントの名称 受注高（百万円） 前期比（％）
受注残高
（百万円） 

前期比（％） 

  
情報・通信事業（ソフトウェ
ア） 

41,636 104.6 11,744 96.5 

  事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前期比（％） 

  情報・通信事業 99,956 101.4 

  リース事業 6,483 94.8 

  不動産賃貸・管理事業 1,658 111.9 

  その他の事業 1,786 89.5 

  合計 109,885 100.9 



３【対処すべき課題】 

当社グループ（当社および連結子会社。以下同じ）は、お客さま第一主義、技術立社と知的資本経営の推進を経営方針に掲

げ、情報・通信事業ではソフトウェア開発、システム・インテグレーション、アウトソーシング、ネットワークサービス事業

の一層の拡大を図ってまいります。また、ユビキタス・ソリューション、B2B-ix事業など、新しい事業を積極的に展開してま

いります。 

大規模な開発案件の受注に対応するため、人材の育成がますます重要度を増しております。当社では、社員の能力向上への

取り組みとして、当社独自の技術者研修体系であるインテックカレッジを推進して、人材育成を精力的に行っております。さ

らに、技術力の向上を推進し、適正な技術力評価を行う仕組みとして「スキルマネジメントシステム」を展開しております。 

お客さまの大切な情報を扱う企業として、情報セキュリティの確保は重要な課題であります。当社では、情報セキュリティ

に関する社内規程を整備し、着実に運用するとともに、予想されるリスクを常に見直し、新たに発生するリスクに対しては迅

速に対策を実施いたします。また、個人情報保護に関する認定制度であるプライバシーマーク、情報セキュリティマネジメン

トシステム適合性評価（ISMS）、国際標準化機構が制定した品質管理・品質保証の国際標準化モデルであるISO9001など、情報

セキュリティに関連する認定を積極的に取得しております。また、常に法令と企業倫理を遵守し、社員に対して行動指針のさ

らなる徹底を図ってまいります。 

リース事業は、引き続き主力の情報関連機器のリース契約残高を伸ばすとともに、適正なリース料率の確保や有利子負債の

削減、金利上昇リスクへの対応に努めてまいります。 

不動産賃貸・管理事業は、企業の事業所の統廃合が進み需要後退の環境にありますが、テナントビルや賃貸マンションのお

客さま満足度を高め、現状の高稼働率の維持、向上を図るとともに、工事等の付帯する関連サービスを含めた付加価値の高い

総合ビル管理事業を推進してまいります。 

  

 当社は平成17年１月、株式会社インテック コミュニケーションズとの合併および株式会社アイ・ユー・ケイと株式会社イン

テック ソリューション パワーの完全子会社化を実施し、グループ経営を強化してまいりました。 

 その結果、新しいサービスの創出や事業効率改善の成果が着実に上がってまいりました。この流れをさらに推し進め、総合

IT企業グループとしての成長力を一層高め、企業価値の向上を目的として純粋持株会社制を導入いたします。 

 社会のIT化がますます進展し、あらゆる業態の企業をはじめ、行政サービスや医療・教育などの公共分野や個人の暮らしの

中にもITの利活用が進み、ITシステムは社会インフラとしてますます重要になってきております。ITシステムへの安全性・信

頼性を求める声が高まるほど、IT企業に対しても単に技術力や開発力だけでなく、リスク管理、コンプライアンス、経営の透

明性などがより一層強く求められるようになってまいりました。 

 これらに適切に対応していくために、インテックグループ全体の経営戦略、経営資源管理、コンプライアンスなどのグルー

プ経営機能を統括する持株会社を、当社およびインテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社が共同で

設立することといたしました。 

 さらに事業執行機能の強化により、特にグループ中核事業であるIT事業分野において、急速に拡大、高度化するお客さまの

ニーズや技術の進展に対応した開発力増強や成長事業への積極投資、商品開発やM&Aによる新規事業の創出、重複事業の再編や

効率化を最優先課題として遂行してまいります。 

 これらの新たな成長戦略を推進するため、持株会社のもと両社以外のグループ各社を含めた連結経営体制の整備を早急に進

めてまいります。 

 インテックグループは、この度の純粋持株会社への移行を機に、従来にもまして企業の社会的責任を果し、お客さまのご要

望に応え、よりよいIT社会の実現に貢献してまいります。 

  



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、経理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がある

と考えられる主な事項を記載したものであります。また、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の判断上、

重要であると考えられる事項について記載しております。 

当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努力する所存であり

ます。 

本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は有価証券報告書提出日現在において判断したものであ

ります。 

  

１．各事業におけるリスク情報 

①情報・通信事業 

当社グループは、独立系を標榜しており、特定企業の業績に影響されないという有利性をもっております。また、当社

は、ソフトウェア開発、システム・インテグレーション、アウトソーシング、ネットワークサービスの4事業を展開して、

特定のお客さまや事業の好不調に左右されないよう配慮しております。 

情報化社会の進展にともない、情報システムに求められる質も急速に変化してきており、システム障害の及ぼす影響力

は大きなものとなってきております。情報システム開発が大幅に遅れた場合にも、同様のことが言えます。いずれも発生

した場合には、大幅なコスト増と損害賠償というリスクがあります。 

企業情報や個人情報の流出・漏洩が発生した場合は、信用の失墜や賠償責任など経営に与える影響は、極めて大きいも

のがあります。また、OSの脆弱性を狙ったウィルスやハッカーによるデータベースの破壊・改ざんといった被害も危惧さ

れます。これら重大な事象をきたさぬよう、情報セキュリティ対策には十分配慮しておりますが、状況によっては、情報

システムの復旧対策の遅れや業務停止等による賠償責任という問題が発生するリスクがあります。 

市場環境につきましては、今後の企業のIT投資増加とともに回復、拡大基調が見込まれますが、依然として低価格、短

納期の傾向は続くものと予想されます。今後も継続的に低コスト体質を追求してまいります。 

バイオ・インフォマティクス事業においては、市場の将来性を見込んだ業者間の競争激化に加え、急速な技術革新によ

る現有技術や資産の陳腐化、未成熟な市場の不透明性などのリスクがあります。 

これらの動向によっては、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

②リース事業 

当社グループでは、ファイナンスリースおよびオペレーティングリースを手がけております。オペレーティングリース

については、契約終了時点で物件を売却することになった場合、この売却価格によっては、当社グループの業績および財

務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

③不動産賃貸・管理事業 

当社グループは賃貸ビル等の不動産を所有しておりますが、テナントの入居率、賃料、地価の変動および災害等の発生

により、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

④その他の事業 

人材派遣事業、広告事業とも景気変動による業績への影響が大きいため、今後の日本経済の動向により、当社グループ

の業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

２．財務上のリスク 

①有利子負債 

有利子負債の削減を進めておりますが、営業活動によるキャッシュ・フローや金利の状況によっては、当社グループの

業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

②投資有価証券 

投資有価証券のうち、その他の有価証券の時価等については、有価証券の時価情報に記載のとおりでありますが、今

後、投資有価証券の時価によっては、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 



③退職給付債務 

退職給付債務および費用は、退職給付制度および割引率、期待運用収益率等といった数理計算上の基礎数値に基づき算

出されております。今後、環境の変化により、制度の変更、数理計算上の差異、基礎数値の見直し等が発生した場合、債

務および費用処理額が変動することにより、当社グループの業績および財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

３．ビジネスモデル上のリスク 

当社グループは、業容の拡大と高い収益性の確保に向け、さまざまなビジネスモデルに基づき事業を展開しております

が、以下に述べる要因が発生した場合、当初予定していた成果が得られない可能性があります。 

①競争が激しく、予定していた価格では受注できなかった場合 

②予想しないシステム上のトラブルが発生した場合 

③お客さまの都合により、システム構築に大きな変更があり、納期が大幅に遅れた場合 

④オペレーションミスによる重大なトラブルが発生した場合 

⑤地震や火災、停電などにより、正常なオペレーションが不可能になった場合 

⑥既存システムについての料金体系に変更があり、価格が大幅にダウンした場合 

  

４．その他 

重要な訴訟については、現在提訴されておりません。 

  

  



５【経営上の重要な契約等】 

  

株式移転による完全親会社の設立 

当社は、平成18年２月８日開催の取締役会において、インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会

社と共同して株式移転により完全親会社である持株会社（株式会社インテックホールディングス）を設立することを決議

し、同日、両社は基本合意書に調印いたしました。また、両社は、平成18年３月17日開催の取締役会において株式移転比率

を決議し、覚書に調印するとともに、平成18年５月19日開催の取締役会において、株式移転計画について決議し、共同株式

移転計画書に調印いたしました。 

なお、当該株式移転による持株会社設立については、平成18年６月28日開催の第55回定時株主総会において承認されまし

た。インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス株式会社におきましても、平成18年６月28日開催の臨時株

主総会において、当該株式移転による持株会社設立について承認を受けております。 

詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 重要な後発事象」および

「第５ 経理の状況  ２．財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 重要な後発事象」に記載しております。 

  

６【研究開発活動】 

当社グループでは、第13次経営計画における中期経営方針として、「技術立社と知的資本経営の推進」を掲げ、技術優位性確

保を目指して、情報・通信事業における研究開発に取り組んでおります。 

なお、当社グループにおける研究開発活動は情報・通信事業のみであります。 

  

(１) 事業／サービス／商品開発等を目的とした研究開発 

①ユビキタスコンピューティング 

コンピュータがあらゆる機器に組み込まれ、相互にネットワークで接続されてサービスを提供する「ユビキタスコンピュー

ティング」時代の到来を見越して、その中で必要とされる商品やサービスの開発を目的とした研究開発に取り組んでいます。

材料・部品・製品から動物・植物・食品に至るまで、あらゆる「もの」の管理に適用することのできる「ICタグ（RFID）」に

ついては、システム開発における共通基盤の研究開発を進め、実証実験によりノウハウを蓄積しています。 

また、ユビキタスコンピューティングを支える基盤技術としてのネットワークについては、「IPv6」をベースとして、BGP

(Border Gateway Protocol)やMPLS(MultiProtocol Label Switching)などのルーティング技術、SIP(Session Initiation 

Protocol)やH323などのVoIP(Voice over IP)技術、そして、ハイビジョンなどの高精細映像配信技術の研究開発を進めていま

す。また、無線を利用して動的にネットワークを組み上げるアドホックネットワーク技術についての研究開発を実施していま

す。 

  

②アウトソーシングサービス 

コストダウンの要求が高まる一方で、オンデマンド化・ブロードバンド対応・高セキュリティ対応などの高付加価値化が求

められているアウトソーシング事業に関して、グリッドコンピューティングやSAN(Storage Area Network)を用いた新しい

サービスモデルに関する研究開発を進めています。具体的には、IX(Internet eXchange)・映像配信・ギガビットネットワー

クに関するこれまでの研究開発実績に基づいて、動的リソース管理技術やサービス品質最適化技術を活かしたサービス提供を

目指すものです。その成果は、ユーティリティコンピューティングサービスの実現や、地方自治体広域ネットワーク案件およ

び電子自治体アウトソーシング案件において活用されます。 

また、グリッドコンピューティング技術の推進と標準化を行う団体である「グリッド協議会」に参加し、産業技術総合研究

所と連携しながらグリッドコンピューティングに関する研究開発を実施しています。ビジネスグリッドを実現するためのミド

ルウエアの開発に取り組んでおります。 

  

③情報セキュリティ 

重要度が高まっている情報セキュリティに関しては、従来から取り組んでいるPKI(Public Key Infrastructure)を中心とし

た認証ソリューションの機能拡充を行いながら、次世代システムの研究開発を進めています。また、外部からのネットワーク

不正侵入を検知する技術、OSレベルで高セキュリティを実現するセキュアOS技術、そして、各種のセキュリティログを収集・

分析する技術、ネットワークサービスと「検疫」技術を融合させた新サービスについて研究を進めています。 

  

④エージェント技術 

複雑化するビジネスルールや多種多様な情報を有効に処理するために、「エージェント技術を用いたサービス統合ミドルウ

エア」に関する研究開発を進めています。各種の応用提案を実施する一方、積極的に特許出願を行うことで、ライセンス確保

に努めています。 



  

⑤ヒューマンインタフェース 

画像処理とコンピュータグラフィックスを活用したシステムに関する研究開発を進めています。具体的には、色覚障害者を

対象とした視認性評価システムや、臨場感あふれる映像処理のためのライブラリ開発を進めています。 

従来から進めてきたリッチクライアントに関する研究開発の成果は既に、いくつかの大規模システム開発案件における視覚

的ユーザインタフェースの実現において利用されています。また、直感的に三次元座標を指示し、図面内にカメラやライトを

簡単に設定できるインタフェースを提供する手法とシステムに関する特許が成立しました。今後も、ヒューマンインタフェー

スに関する研究開発を進め、バーチャルリアリティの実用化を目指すとともに、バイオや医療などの分野への応用を図りま

す。 

  

⑥テキストマイニングとデータマイニング 

インターネット上でのWebページや社内における各種報告書など、電子化されたテキスト情報が大量に増える中で、それら

を統計的に処理して傾向分析を行う「テキストマイニング」に関する研究開発を進めています。具体的には、電子化された文

書(PDF)を対象として、各種の情報抽出を行ったり、全文検索エンジンと連携して、キーワード傾向分析や要約を行う技術の

研究開発を進めています。その成果はミドルウエア化し、組織内の知識共有システムや情報検索システムへと展開されます。

また、遺伝子やたんぱく質に関する膨大なデータを対象として解析を行い、新しい生物学的知識を発見したり、バイオマー

カーと呼ばれる診断指標を発見したりするバイオデータマイニングの研究開発も進めています。 

  

⑦バイオ・インフォマティクス関連システムの研究開発 

インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス㈱は、富山大学（旧、富山医科薬科大学）を中心とした産官学

共同研究「漢方方剤テーラーメード治療法の開発」に参画し、現在は、プロテインチップを用いたプロテオーム解析の研究開

発を進めながら、診断・治療・病態マーカーの探索を行っております。これは、文部科学省の「知的クラスター創成事業」に

採択された「とやま医薬バイオクラスター（富山・高岡地域）」の一環として実施しております。 

また、「オーダーメイド医療・ヘルスケア事業」への取り組みとしては、昨今の医療費負担の増大や加速化する少子高齢化

の流れを受けた個々人の健康への急速な関心の高まりや、それに伴い、ウェルネス等の健康支援サービスや健康食品等の新た

な市場が広がりつつある背景を受けて、当社グループにおける長年の医療情報システムの開発ならびにバイオ・インフォマ

ティクス技術を活かして、これらの新規市場に向けた新たなサービスシステムの研究開発を進めています。今後は、EBH

（Evidence-Based Health）にもとづく一人一人の健康状態に合わせた健康づくりプログラムの研究を行ってまいります。 

さらに、インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマティクス㈱では、理化学研究所発生・再生科学総合研究セン

ター（神戸市）との共同研究である「プロモトームデータベースを用いた細胞機能解析」についても引き続き実施しており、

プロモトームデータベースならびに遺伝子ネットワーク解析の研究を行っております。また、本年度から始まった経済産業省

の戦略的技術開発「機能性RNAプロジェクト」（5年間）に、バイオ産業情報化コンソーシアム（JBiC）のチームメンバーとし

て参画し、機能性RNAの探索・解析のためのバイオ・インフォマティクス技術の開発を担当しています。 

  

⑧高信頼性ネットワーク 

高信頼ネットワークを実現する「マルチホーム」は、複数の回線を用いてインターネットに接続するための技術で、通信の

信頼性向上のためにはかかせない技術です。特に、サービス商品化および、マルチホーム技術を応用したIPv6ネットワークリ

ソース最適化技術の研究を行っています。 

  

⑨次世代企業間電子取引（B2B-ix） 

次世代企業間電子商取引を推進するに当たり、基盤となる次世代の企業間データ交換システムに求められる技術にフォーカ

スしております。特に、企業間、企業内のビジネスプロセスを自動化するためのエンジン、メインフレームから最新のXMLま

でのデータフォーマットを変換するための技術の研究開発を行っております。さらに、お客さまと共に実践的な次世代への

ロードマップを築くため、従来のEDIから次世代EDIへのマイグレーションを支援するための実験環境を構築しました。 

なお、当期よりB2B-ix事業を開始いたしました。当該事業は、インターネット、XMLといった技術を用い、企業間電子商取

引を幅広くカバーし、コラボレーションを支援する事業です。 

  

(２) 生産技術に関する研究開発 

オープンソースソフトウエアを利用したシステム開発案件が増加する中で、その特性を活かした上で高品質かつ高信頼性シ

ステムを開発するため研究開発を実施しています。具体的には、Linuxとその上で稼動するデータベース、アプリケーション

サーバ、およびJavaによるシステム開発支援ツールに関するガイドライン作成のための評価検証・ノウハウ蓄積に関する作業

を実施しています。その成果は当社グループ内で共有され、システム開発案件において有効活用されます。 

  



なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は862百万円となっております。 

  



７【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。 

(1)重要な会計方針及び見積もり 

当社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おります。

なお、詳細につきましては、「第５経理の状況 １．連結財務諸表等 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」およ

び「第５ 経理の状況 ２．財務諸表等 重要な会計方針」に記載したとおりであります。 

  

(2)当連結会計年度の経営成績の分析 

（情報・通信事業） 

当連結会計年度においては、企業の情報化投資が順調に回復し、市町村合併にともない自治体のシステム投資も増加す

る中、当社グループは、金融機関向け統合システム、製造業向け基幹システム、中央官庁向け基幹公共システムなど大型

開発案件を受注し、ソフトウェア開発が好調に推移しました。また、㈱インテック コミュニケーションズとの合併などに

よりネットワーク事業が堅調に推移したことなどから、増収増益となりました。 

この結果、売上高は102,781百万円（前連結会計年度比1.3％増）、営業利益は7,588百万円（同21.0％増）となりまし

た。 

（リース事業） 

当連結会計年度においては、IT関連機器のリースが横ばいで推移するなか、リース契約の新規受注が伸び悩み、また、

前期に大口の割賦案件があった反動などから減収となりました。しかしながら、収益面では金利コストの削減などから増

益となりました。 

この結果、売上高は8,022百万円（同8.1％減）、営業利益は426百万円（同517.5％増）となりました。 

（不動産賃貸・管理事業） 

当連結会計年度においては、お客さまの事業所の集約化が続いており、賃貸面積の減床や退去および賃料値下げなどの

影響はありましたが、コールセンターの誘致などにより物件の入居率が向上したことなどから、増収増益となりました。 

この結果、売上高は3,810百万円（同2.5％増）、営業利益は514百万円（同13.7％増）となりました。 

（その他の事業） 

当連結会計年度においては、人材派遣事業においては景気の回復傾向などから、人材への需要が高まり増収増益、広告

事業においては競争の激化から減収減益となりました。全体としては、広告事業の売上の減少と、人材派遣事業の利益率

の向上により、減収増益となりました。 

この結果、売上高は2,641百万円（同4.7％減）、営業利益は85百万円（同8.3％増）となりました。 

  

(3)経営成績に重要な影響を与える要因について 

今後の景気動向によっては、回復しつつあるIT投資の計画見直しにより、ソフトウェア開発の需要が減少するとともに、受

注価格が低下するという事態も考えられます。 

また、当社グループが保有する情報・通信事業用設備、賃貸不動産やリース資産等について、資産の生み出すキャッシュ・

フロー、為替相場、取引価格などに大きな変動があった場合は、当社グループの経営成績に重要な影響を与える可能性があり

ます。 

  

(4)戦略的現状と見通し 

情報・通信事業におきましては、引き続き企業の競争力強化のためのIT投資が活発に行われるものと予想しており、特にソ

フトウェア開発やシステム・インテグレーションを中心に堅調に推移していくものと思われます。一方、短納期化・低価格化

の傾向は続き、収益面では厳しい状況が続くものと予想されます。 

リース事業、不動産賃貸・管理事業、その他の事業においても、資産効率と業務効率の向上をすすめ、安定的な収益を確保

できる事業基盤の整備を行います。 

  

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当社グループの当連結会計年度末における、連結総資産に占める有利子負債の比率は約54％になっております。現在、営業

活動によるキャッシュ・フローや資産の圧縮等により有利子負債の削減を進めてきております。 

なお、当社グループの各キャッシュ・フローの当連結会計年度の状況は、「第２ 事業の状況 １．業績等の概要 (2)

キャッシュ・フロー」および「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 ④連結キャッシュ・フロー計算書」に記載したとおり

であります。 

  

(6)経営者の問題認識と今後の方針について 



（情報・通信事業） 

お客さま第一主義、技術立社と知的資本経営の推進を経営方針に掲げ、情報・通信事業ではソフトウェア開発、システ

ム・インテグレーション、アウトソーシング、ネットワークサービス事業の一層の拡大を図ってまいります。また、ユビ

キタス・ソリューション、B2B-ix 事業など、新しい事業を積極的に展開してまいります。 

大規模な開発案件の受注に対応するため、人材の育成がますます重要度を増しております。当社では、社員の能力向上

への取り組みとして、当社独自の技術者研修体系であるインテックカレッジを推進して、人材育成を精力的に行っており

ます。さらに、技術力の向上を推進し、適正な技術力評価を行う仕組みとして「スキルマネジメントシステム」を展開し

ております。 

お客さまの大切な情報を扱う企業として、情報セキュリティの確保は重要な課題であります。当社では、情報セキュリ

ティに関する社内規程を整備し、着実に運用するとともに、予想されるリスクを常に見直し、新たに発生するリスクに対

しては迅速に対策を実施いたします。また、個人情報保護に関する認定制度であるプライバシーマーク、情報セキュリ

ティマネジメントシステム適合性評価（ISMS）、国際標準化機構が制定した品質管理・品質保証の国際標準化モデルであ

るISO9001 など、情報セキュリティに関連する認定を積極的に取得しております。また、常に法令と企業倫理を遵守し、

社員に対して行動指針のさらなる徹底を図ってまいります。 

また、バイオ・インフォマティクス事業においては、引き続き大学・研究機関との共同プロジェクトを積極的に拡大、

推進するとともに、バイオ関連製品の拡販・充実やオーダーメイド医療、ヘルスケア事業への事業展開を図ってまいりま

す。 

（リース事業） 

厳しい料率競争などにより、売上が伸び悩んでいる状況にありますが、金利コストの削減により利益は確保している状

況であります。 

今後は、IT機器に対するリース需要が回復傾向にあることから、積極的な営業活動を展開し収益の向上に取り組んでま

いります。 

（不動産賃貸・管理事業） 

賃料の低下傾向はあるものの、物件の入居率が高水準で推移しており、設備工事や不動産管理等の付帯サービスについ

ても収益は堅調に推移しております。 

今後は引き続き物件の入居率の維持に注力していくほか、お客さま満足度の向上とビル運用管理業務の効率化を図り、

業績の向上と財務体質の強化に取り組んでまいります。 

（その他の事業） 

人材派遣事業においては、お客さまのニーズに合わせて幅広いサービスを提供していく方針であり、需要に十分に対応

できる人材供給能力の向上を進めてまいります。また、広告事業においては、技術革新に伴うメディアの多様化やマーケ

ティング手法の変化に速やかに対応していくとともに、地域社会や広告主とのパートナー関係の強化を進めてまいりま

す。 

  



第３【設備の状況】 

  

１【設備投資等の概要】 

当社グループ（当社および連結子会社）では、「既存事業の基盤強化」と「セキュリティ等信頼性の高度化」に対応するた

め、当連結会計年度において情報・通信事業を中心に、全体で4,193百万円の投資（無形固定資産を含む。）を実施いたしまし

た。 

情報・通信事業においては、生産効率の向上やコストの削減、さらには今後の業容拡大への対応を目的として2,741百万円の設

備投資を行いました。主要な設備投資としては、ネットワーク事業用通信機器や開発用コンピュータの整備・拡充、各拠点事業

所ビルの改修工事および富山市に建設中の新ビルが挙げられます。 

リース事業においては、情報関連機器など1,320百万円の投資を行いました。 

  

２【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。 

  

(1）提出会社 

  

      （平成18年３月31日現在） 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの
名称 

設備の内容 

帳簿価額

従業員数
(人) 建物及び

構築物 
（百万円）

機械装置及
び運搬具 
（百万円） 

土地
（百万円） 
(面積㎡) 

その他
（百万円） 

合計 
（百万円） 

本社 
(富山県富山市) 

情報・通信事
業 

その他設備 961 8

3,863
(35,292)
[485]
<2,317>

389 5,223 48

東京本社、ビジネスソリ
ューション事業本部、他 
(東京都江東区他１ヵ所) 

情報・通信事
業 

営業・開発生
産設備 
その他設備 

4,540 137
4,004
(7,296)

792 9,474 1,210

ネットワーク＆アウトソ
ーシング事業本部 
（横浜市神奈川区） 

情報・通信事
業 

営業・開発生
産設備 

3,652 1,501
1,058
(5,712)

913 7,125 388

西日本地区本部 
(大阪市北区他６ヵ所) 

情報・通信事
業 

営業・開発生
産設備 

1,653 84
1,260
(1,223)

257 3,255 309

北陸地区本部 
(富山県富山市他６ヵ所) 

情報・通信事
業 

営業・開発生
産設備 

1,149 314
690

(6,444)
[2,874]

39 2,193 276

行政システム事業本部 
(富山県富山市他２ヵ所) 

情報・通信事
業 

営業・開発生
産設備 

114 130
260

(3,708)
[828]

47 552 225

地域センター 
(札幌市東区他１ヵ所) 

情報・通信事
業 

営業・開発生
産設備 

603 100
409

(2,098)
20 1,133 47



(2）国内子会社 

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は、工具器具及び備品、リース資産、無形固定資産等であります。 

なお、金額には消費税等は含まれておりません。 

２．[ ]内は賃借中のもので外数、< >内は賃貸中のものであり内数であります。 

３．現在休止中の主要な設備はありません。 

４．上記の他、主要な賃借およびリース設備として、以下のものがあります。 

提出会社 

  

３【設備の新設、除却等の計画】 

当社グループの設備投資については、景気予測、業界動向、投資効率等を総合的に勘案して計画しております。原則的に連結

会社各社が個別に策定しておりますが、グループ全体で重複投資とならないよう、提出会社を中心に調整を図っております。 

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修等に係る投資予定金額は、6,160百万円でありますが、その所要資金に

ついては、自己資金、借入金等、それぞれ最適な手段を選択し充当いたします。 

重要な設備の新設、改修の計画は、以下のとおりであります。 

  

新設 

  

  

        （平成18年３月31日現在） 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容 

帳簿価額

従業員数
(人) 建物及び

構築物 
（百万円）

機械装置及
び運搬具 
（百万円） 

土地
（百万円） 
(面積㎡) 

その他
（百万円）

合計 
（百万円） 

㈱インテックリ
ース 

本社 
(富山県富山
市) 

リース事業 貸与資産 782 －
577

(2,698)
15,565 16,925 7

㈱マイシティ 
本社 
(富山県富山
市) 

不動産賃
貸・管理事
業 

賃貸設備 14,505 60
4,779
(4,786)

42 19,386 2

㈱インテック興
産 

本社他４事
業所 
(富山県富山
市) 

不動産賃
貸・管理事
業 

賃貸設備 2,870 19
761

(3,857)
41 3,693 107

  事業の種類別セグメントの名称 設備の内容 賃借料又はリース料 

  

情報・通信事業 
ネットワーク事業
用設備および情報
処理設備 

年間リース料
865百万円 

  
年間賃借料

489百万円 

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別セグ
メントの名称 

設備の内容

投資予定金額

資金調達方法

着手及び完了予定

総額
（百万円） 

既支払額
（百万円） 

着手 完了

当社 富山県富山市 情報・通信事業 富山新ビル 2,400 811
自己資金およ
び借入金 

平成17年６月 平成18年６月

㈱インテック
リース 

富山県富山市 リース事業 貸与資産 1,200 －
自己資金およ
び借入金 

平成18年１月 平成18年12月



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】 

  

②【発行済株式】 

（注） 平成17年10月11日に名古屋証券取引所に対し有価証券上場廃止申請書の提出を行い、同年11月15日に上場廃止となってお

ります。 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

当社は、旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。 

上記は、平成14年６月26日開催の定時株主総会において決議されたものです。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 100,000,000 

計 100,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年６月28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 48,224,737 同左
東京証券取引所
（市場第一部） 

－ 

計 48,224,737 同左 － － 

  
事業年度末現在

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 252 246 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同 左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 252,000 246,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 1,012 同 左 

新株予約権の行使期間 
平成16年７月１日～

平成24年６月26日 
同 左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,012
資本組入額  506 

同 左 

新株予約権の行使の条件 

①対象者は、権利行使時に
おいても当社の取締役ま
たは使用人の地位にある
ことを要する。ただし、
任期満了による退任、定
年退職、当社関係会社等
への移籍その他正当な理
由がある退職の場合はこ
の限りではない。 
②新株予約権の相続は認め
ない。 
③新株予約権に関するその
他の細目については、新
株予約権割当契約による
ものとする。 

同 左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入そ
の他一切の処分は認めな
い。 

同 左 



 なお、平成18年６月28日開催の取締役会決議により、「平成18年９月15日をもって、同日までに権利行使のなされていない本新株

予約権すべてを無償で取得し、すみやかに消却する。」旨、取扱いを変更しております。 

  

上記は、平成15年６月25日開催の定時株主総会において決議されたものです。 

 なお、平成18年６月28日開催の取締役会決議により、「平成18年９月15日をもって、同日までに権利行使のなされていない本新株

予約権すべてを無償で取得し、すみやかに消却する。」旨、取扱いを変更しております。 

  

  

  
事業年度末現在

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 16 10 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同 左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 16,000 10,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 622 同 左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月１日～

平成24年６月25日 
同 左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   622
 資本組入額  311 

同 左 

新株予約権の行使の条件 

①対象者は、権利行使時に
おいても当社の取締役ま
たは使用人の地位にある
ことを要する。ただし、
任期満了による退任、定
年退職、当社関係会社等
への移籍その他正当な理
由がある退職の場合はこ
の限りではない。 
②新株予約権の相続は認め
ない。 
③新株予約権に関するその
他の細目については、新
株予約権割当契約による
ものとする。 

同 左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入
その他一切の処分は認め
ない。 

同 左 

  
事業年度末現在

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） 262 262 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同 左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 262,000 262,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 1,176 同 左 

新株予約権の行使期間 
平成18年11月１日～

平成23年３月31日 
同 左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,176
 資本組入額  588 

同 左 



上記は、平成16年10月27日開催の臨時株主総会において決議されたものです。 

 なお、本新株予約権は会社法第773条に規定する株式移転計画新株予約権であります。 

  

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、つぎの算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、当該時点において対象者が権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

  

  

なお、退職による失効株式数を除外して記載しております。 

  

（注）２．新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、つぎの算式により新株予約権行使に際して払込みを

なすべき１株当たりの額（以下、「行使価額」という。）を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切上げる。 

  

  

また、時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使ならびに平成14年４月１日改正前の商法に基づく新株引受

権の行使による場合を除く。）を行う場合は、つぎの算式により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数

は切上げる。なお、時価を下回る価額で当社普通株式に係る自己株式を処分するときもこれに準じて行使価額を調整

し、またつぎの算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を

控除した数をいうものとする。 

  

  

  
事業年度末現在

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の行使の条件 

①対象者は、権利行使時に
おいても当社または当社
子会社の取締役もしくは
使用人の地位にあること
を要す。ただし、任期満
了による退任、定年退
職、当社関係会社等への
移籍その他正当な理由が
ある退職の場合はこの限
りではない。 
②新株予約権の相続は認め
ない。 
③新株予約権に関するその
他の細目については、新
株予約権割当契約による
ものとする。 

同 左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡、質入
その他一切の処分は認め
ない。 

同 左 

  調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 

  
調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

１ 

  分割・併合の比率 

          既発行 

株式数 

  新規発行株式数 × １株当たりの払込金額 

  調整後 

行使価額 
＝ 
調整前 

行使価額 
× 

＋ 新株式発行前の時価 

  既発行株式数 ＋ 新規発行株式数 



当社は、旧商法第280条ノ19の規定に基づき新株引受権を発行しております。 

上記は、平成13年６月28日開催の定時株主総会において決議されたものです。 

 なお、平成18年３月17日開催の取締役会決議により、「本新株引受権者全員との間で合意書を締結し、平成18年９月15日をもっ

て、同日までに権利行使のなされていない本新株引受権すべてについて無償で放棄させ、付与契約を合意解除する。」旨、取扱いを

変更しております。 

  

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合は、権利の行使により各対象者が取得する株式の数（以下「付与株式数」と

いう。）はつぎの算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点において対象者が権利行使して

いない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

  

  

なお、退職による失効株式数を除外して記載しております。 

  

（注）２．当社が株式の分割および時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権の行使ならびに平成14年４月１日改正前の商法に

基づく新株引受権の行使による場合を除く。）するときは、つぎの算式により発行価額を調整することとし、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げるものとする。なお、時価を下回る価額で当社普通株式に係る自己株式を処分する

ときもこれに準じて発行価額を調整し、またつぎの算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数か

ら当社普通株式に係る自己株式数を控除した数をいうものとする。 

  

  
事業年度末現在

（平成18年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成18年５月31日） 

新株予約権の数（個） － － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同 左 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 2,328,000 2,149,000 

新株予約権の行使時の払込金額（円） （注）２ 1,325 同 左 

新株予約権の行使期間 
平成15年７月１日～

平成23年６月28日 
同 左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1,325
 資本組入額  663 

同 左 

新株予約権の行使の条件 

①対象者として権利を付与
された者は、権利の行使
時においても当社の取締
役または使用人であるこ
とを要する。ただし、任
期満了による退任、定年
退職、当社関係会社等へ
の移籍その他正当な理由
のある退職の場合はこの
限りではない。 
②権利の相続は認めない。 
③その他の細目について
は、株主総会決議および
取締役会決議に基づき、
当社と対象者との間で締
結する権利付与に関する
契約によるものとする。 

同 左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡、質入その他
一切の処分は認めない 

同 左 

  調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率 



  

また、当社が株式の併合を行う場合は、つぎの算式により発行価額を調整することとし、調整により生じる１円未満の

端数は切り上げるものとする。 

  

  

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）１．資本準備金の減少は、旧商法第289条第２項の規定に基づくものであります。 

（注）２．発行済株式総数および資本準備金の増加は、株式会社インテック コミュニケーションズとの合併ならびに株式会社ア

イ・ユー・ケイおよび株式会社インテック ソリューション パワーとの株式交換によるものであります。なお、合併比

率および株式交換比率はつぎのとおりであります。 

・合併     当社：1  株式会社インテック コミュニケーションズ：0.652 

・株式交換   当社：1  株式会社アイ・ユー・ケイ：0.715 

当社：1  株式会社インテック ソリューション パワー：1.982 

  

(4）【所有者別状況】 

（注）１．自己株式989,508株は、「個人その他」に989単元、「単元未満株式の状況」に508株含まれております。 

２．上記「その他の法人」および「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ20単元およ

び400株含まれております。 

  

          既発行

株式数 

  新規発行株式数 × １株当たり払込金額 

  調整後 

発行価額 
＝ 
調整前 

発行価額 
× 

＋ 分割・新規発行前の株価 

  既発行株式数 ＋ 分割・新規発行による増加株式数 

  
調整後発行価額 ＝ 調整前発行価額 × 

１ 

  併合の比率 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（千株） 

発行済株式総
数残高 
（千株） 

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14年８月３日 
（注）１ 

－ 40,462 － 20,455 △5,000 15,313

平成17年１月１日 
（注）２ 

7,762 48,224 － 20,455 3,183 18,496

     平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満株
式の状況
（株） 政府及び地

方公共団体 
金融機関 証券会社 

その他の法
人 

外国法人等
個人その他 計 

個人以外 個人

株主数（人） － 55 23 152 81 3 4,861 5,175 － 

所有株式数
（単元） 

－ 18,982 266 7,706 7,100 3 12,766 46,823 1,401,737 

所有株式数の
割合（％） 

－ 40.54 0.57 16.46 15.16 0.01 27.26 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

  

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、当社保有の自己株式989,000株および株式会社アサヒ・インテック保有の相互

保有株式19,000株であります。 

（注）２．「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が20,000株含まれております。また、「議決権の

数」欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個は含まれておりません。 

    平成18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 3,889 8.06 

ゴールドマン・サックス・イン
ターナショナル 
（常任代理人 ゴールドマン・
サックス証券会社東京支店） 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB, UK
（東京都港区六本木六丁目１０番１号） 

2,184 4.53 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(退職給付信託口・三菱
電機株式会社口) 

東京都港区浜松町二丁目１１番３号 2,024 4.20 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 1,593 3.30 

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 1,530 3.17 

明治安田生命保険相互会社 
（常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
（東京都中央区晴海一丁目８番１２号） 

1,144 2.37 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 1,045 2.17 

株式会社北國銀行 石川県金沢市下堤町１番地 1,002 2.08 

株式会社インテック 富山県富山市牛島新町５番５号 989 2.05 

株式会社北陸銀行 富山県富山市堤町通り一丁目２番２６号 962 1.99 

計 － 16,364 33.93 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等）(注)１ 
普通株式 

1,008,000 
－ － 

完全議決権株式（その他）  (注)２ 
普通株式 

45,815,000 
45,795 － 

単元未満株式 
普通株式 

1,401,737 
－

１単元（1,000株）
未満の株式 

発行済株式総数 48,224,737 － － 

総株主の議決権 － 45,795 － 



②【自己株式等】 

  

(7）【ストックオプション制度の内容】 

①旧商法第280条ノ19の規定によるもの 

  

②旧商法第280条ノ20、21の規定によるもの 

    平成18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） 
株式会社インテッ
ク 

富山県富山市牛島
新町５番５号 

989,000 － 989,000 2.05 

（相互保有株式） 
株式会社アサヒ・
インテック 

北海道釧路市入舟
六丁目３番２５号 

19,000 － 19,000 0.04 

計 － 1,008,000 － 1,008,000 2.09 

決議年月日 平成13年６月28日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役12、当社使用人991

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

決議年月日 平成14年６月26日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役１、当社使用人234

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上



③同 

  

④同 

  

  

決議年月日 平成15年６月25日

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取締役３、当社使用人３

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

決議年月日 平成16年10月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 
当社取締役１、当社使用人43、当社子会社取締役２、
当社子会社使用人44 

新株予約権の目的となる株式の種類 「（2）新株予約権等の状況」に記載しております。 

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上



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】 

該当事項はありません。 

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】 

（注） 平成18年６月28日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当会社は取締役会の決議をもって自己株式を取得

することができる。」旨を定款に定めております。 

  

(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】 

該当事項はありません。 

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】 

該当事項はありません。 

  

      平成18年６月28日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円） 

自己株式取得に係る決議 － － － 



３【配当政策】 

株主への配当につきましては、当社の株式を長期的かつ安定的に保有していただくため、安定配当を維持していくことを基本
にしながら、当期の収益状況や今後の見通し、配当性向などを総合的に勘案して決定すべきものと考えております。 
この基本方針に沿って、上場以来、株式分割（無償交付）および増配を積極的に実施し、株主への利益還元に努めてまいりま
した。 
当期の配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり10円の配当（うち中間配当5円）を実施することを決定いたしまし
た。 
内部留保資金につきましては、将来にわたる株主利益の確保を目的として、事業構造の高度化、高付加価値を図り、継続的な
低コスト体質を追及するとともに、引き続き新しいビジネス分野への進出、Web系システム部門の強化、ITコンサルタントの育
成などを積極的に進めていくために有効投資してまいりたいと考えております。 
なお、第55期の中間配当についての取締役会決議は平成17年11月21日に行っております。 
  

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

（注） 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  

回次 第51期 第52期 第53期 第54期 第55期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高（円） 1,465 1,149 928 1,346 2,030 

最低（円） 618 417 435 608 952 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 1,359 1,830 2,030 1,990 1,867 1,869 

最低（円） 1,180 1,264 1,628 1,619 1,680 1,548 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

代表取締役会

長 

インテックグ

ループCEO(最

高経営責任者) 

中尾 哲雄 昭和11年４月２日生 

昭和48年８月 当社入社 

昭和51年４月 当社理事 経理部長兼経営

管理部長 

昭和53年６月 当社取締役 経理部長兼経

営管理部長 

昭和59年５月 当社常務取締役 経理部、

経営管理部、営業企画室担

当 

平成２年６月 当社代表取締役専務 経営

管理部、東地区本部担当 

財務部長 

平成５年８月 当社代表取締役社長 

平成14年６月 当社代表取締役社長 

グループ最高経営責任者 

平成17年４月 当社代表取締役会長兼イン

テックグループCEO(最高経

営責任者)(現任) 

114 

代表取締役 

執行役員社長 
― 宮地 秀明 昭和23年２月６日生 

昭和45年４月 当社入社 

平成９年４月 当社理事 人事部長 

平成11年１月 当社理事 総務部長 

平成11年６月 当社取締役 秘書・広報室

担当 人事部担当 総務部

長 

平成12年４月 当社取締役 人事部担当 

総務部長 

平成13年４月 当社取締役 北陸地区本部

長 

平成13年６月 当社常務取締役 北陸地区

本部長 

平成15年４月 当社専務取締役 人事部担

当 北陸地区本部担当 

平成15年11月 英特克信息技術（武漢）有

限公司（インテック武漢）

董事長(現任) 

平成17年１月 当社専務取締役 総務・人

事担当 北陸地区本部担当 

平成17年４月 当社代表取締役 執行役員

社長(現任) 

10 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

取締役 
インテックグ

ループCEO補佐 
後呂 光義 昭和19年11月８日生 

平成８年３月 日本生命保険相互会社常務

取締役 本店営業総局長 

平成10年６月 株式会社富士エージェンシ

ー代表取締役副社長 

平成11年６月 当社専務取締役 社長室担

当 

平成11年10月 当社専務取締役 経営効率

化推進担当 

平成12年４月 当社専務取締役 社長室担

当 東京業務本部担当 

平成12年６月 当社専務取締役 社長室担

当 東京業務本部担当 ア

ウトソーシング事業本部長 

平成13年４月 当社専務取締役 ｅビジネ

ス事業本部担当 アウトソ

ーシング事業本部長 

平成14年４月 当社専務取締役 首都圏本

部長 

平成15年４月 当社取締役副社長 首都圏

担当 

平成16年４月 当社取締役副社長 Metro

計画推進本部長 ビジネス

ソリューション事業本部長 

平成17年３月 インテック・ウェブ・アン

ド・ゲノム・インフォマテ

ィクス株式会社代表取締役

社長(現任) 

平成17年４月 当社取締役 インテックグ

ループCEO補佐(現任) 

17 

取締役 ― 金岡 純二 昭和13年11月24日生 

昭和50年12月 株式会社富山相互銀行取締

役 企画部長 

昭和52年６月 当社取締役(現任) 

昭和56年３月 株式会社富山相互銀行代表

取締役社長 

平成元年２月 株式会社富山第一銀行(旧

株式会社富山相互銀行)代

表取締役頭取(現任) 

11 

取締役 ― 新田 八朗 昭和33年８月27日生 

昭和58年２月 日本海ガス株式会社入社 

平成元年３月 同社代表取締役専務 

平成12年１月 同社代表取締役社長(現任) 

太閤山観光株式会社代表取

締役社長 

平成14年６月 当社監査役 

平成15年３月 株式会社サプラ代表取締役

会長(現任) 

平成18年３月 太閤山観光株式会社代表取

締役(現任) 

平成18年６月 当社取締役(現任) 

10 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

取締役 

執行役員副社

長 

社長室長 平井 俊邦 昭和17年４月２日生 

昭和40年４月 株式会社三菱銀行(現株式

会社三菱東京UFJ銀行)入行 

平成４年６月 同行取締役 香港支店長兼

上海駐在員事務所長 

平成５年５月 同行取締役 本店営業第二

部長 

平成８年６月 同行常勤監査役 

平成10年６月 千代田化工建設株式会社 

専務取締役 経営企画管理

統括 

平成13年６月 当社代表取締役副社長 営

業企画本部長 

平成15年４月 当社代表取締役副社長 首

都圏グループ経営推進担当 

営業企画本部長 

平成16年４月 当社取締役副社長 東京本

社担当 

平成17年１月 株式会社INTEC LG CNS代表

取締役社長(現任) 

平成17年４月 当社取締役 執行役員副社

長 社長室長(現任) 

18 

取締役 

執行役員副社

長 

CFO 

経営管理部担

当 

製造ソリュー

ション事業本

部担当 

盛田 繁雄 昭和21年９月24日生 

昭和44年４月 当社入社 

平成５年６月 当社理事 ソフトウェア事

業部副事業部長兼業務管理

部長 

平成６年６月 当社取締役 金融システム

事業本部長兼業務部長 

平成10年２月 当社取締役 西地域センタ

ー担当 関西地区本部長兼

業務部長 

平成11年１月 当社取締役 首都圏本部長 

平成12年６月 当社常務取締役 首都圏本

部長 

平成13年４月 当社常務取締役 社長補佐 

平成15年４月 当社専務取締役 金融ソリ

ューション事業本部長 

平成16年４月 当社取締役副社長 グルー

プ経営担当 金融ソリュー

ション事業本部長 

平成17年４月 当社取締役 執行役員副社

長 金融ソリューション事

業本部長 

平成17年10月 当社取締役 執行役員副社

長 CFO 経営管理部担当 

平成18年４月 当社取締役 執行役員副社

長 CFO 経営管理部担当 

製造ソリューション事業本

部担当(現任) 

23 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

取締役 

執行役員専務 

CTO 

情報セキュリ

ティ担当 

技術・営業統

括本部長 

滝澤 光樹 昭和26年３月29日生 

昭和48年４月 当社入社 

平成10年４月 当社理事 企画室長 

平成11年６月 当社取締役 企画担当 企

画室長 

平成13年４月 当社取締役 社長室長 

平成13年６月 当社常務取締役 社長室長 

平成14年４月 当社常務取締役 社長補佐 

技術本部長 

平成15年４月 当社常務取締役 情報セキ

ュリティ担当 技術本部長 

平成15年６月 株式会社インテック・アイ

ティ・キャピタル代表取締

役社長(現任) 

平成17年４月 当社取締役 執行役員専務 

CTO 情報セキュリティ担

当 技術・営業統括本部長

(現任) 

7 

取締役 

執行役員専務 

北陸地区本部

担当 

金融ソリュー

ション事業本

部長 

金岡 克己 昭和31年２月24日生 

昭和60年５月 当社入社 

平成11年４月 当社理事 アウトソーシン

グ事業本部長 

平成12年６月 当社取締役 

株式会社アット東京代表取

締役社長 

平成15年６月 当社常務取締役 社長室長 

平成17年４月 当社取締役 執行役員専務 

ネットワークソリューショ

ン事業本部担当 アウトソ

ーシング事業本部長 

平成17年10月 当社取締役 執行役員専務 

金融ソリューション事業本

部長 

平成18年４月 当社取締役 執行役員専務 

北陸地区本部担当 金融ソ

リューション事業本部長

(現任) 

158 



（注）１ 取締役金岡純二および新田八朗は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 監査役川村人志および武内繁和は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
（千株） 

監査役 

(常勤) 
― 村井 安博 昭和23年１月14日生 

昭和41年４月 当社入社 

平成２年４月 当社考査室長代理 

平成７年４月 当社経理本部 担当部長 

平成13年４月 当社経理部 参事 

平成15年６月 当社監査役(現任) 

3 

監査役 

(常勤) 
― 小西 由郎 昭和20年５月４日生 

昭和50年３月 当社入社 

昭和58年６月 当社東京センター所長代理 

平成３年４月 当社人事部長 

平成８年３月 株式会社インテック興産代

表取締役社長 

平成18年６月 当社監査役(現任) 

2 

監査役 ― 川村 人志 昭和17年５月31日生 

昭和40年３月 三協アルミニウム工業株式

会社(現三協立山アルミ株

式会社)入社 

平成５年８月 同社取締役 

平成９年８月 同社常務取締役 

平成11年８月 同社取締役 専務執行役員 

平成12年８月 同社代表取締役社長 執行

役員社長 

平成14年６月 株式会社チューリップテレ

ビ代表取締役(現任) 

平成15年６月 当社監査役(現任) 

平成15年11月 三協アルミニウム工業株式

会社(現三協立山アルミ株

式会社) 代表取締役社長 

社長執行役員(現任) 

平成15年12月 三協・立山ホールディング

ス株式会社代表取締役会長

(現任) 

― 

監査役 ― 武内 繁和 昭和33年７月６日生 

昭和55年６月 武内プレス工業株式会社取

締役 

昭和61年６月 同社常務取締役 

昭和62年６月 同社専務取締役 

平成元年６月 同社代表取締役専務 

平成３年６月 同社代表取締役社長(現任) 

平成18年６月 当社監査役(現任) 

― 

    計 374



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 

当社は、経営の透明性および健全性の確保を重要施策として位置付けており、コーポレート・ガバナンス強化のため、取締

役会、監査役等の経営機構の充実と改革および企業倫理の確保に努めております。 

  

(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 

①会社の機関の基本説明 

当社は監査役制度を採用しております。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してその役割や責任を明確

にするとともに経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、平成17年４月に執行役員制度を導入し、取締役の員数枠を18

名以内から10以内に削減いたしました。なお、業務執行に関する重要事項を審議する場として取締役会の他、一部の執行役員

を構成員とする「経営会議」を適宜開催し、経営上の意思決定の迅速化を図ってまいりました。この「経営会議」は平成17年

10月１日付で廃止し、新設の「経営戦略会議」に機能を移管いたしました。さらに、「コンプライアンス室」を設置し、コン

プライアンス体制の一層の強化を図っております。 

②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

当社は、取締役会の監督機能の強化を図るため、取締役9名のうち社外取締役を2名といたしております。また、監査役は取

締役会に出席し積極的に意見陳述を行い監査役の業務監査機能は適正に機能しております。 

社内におけるコンプライアンスの徹底を図るため、「コンプライアンス（法令遵守）規程」を制定しており、コンプライア

ンスを含む業務全般の内部監査およびコンプライアンス研修会を実施しております。 

当社の機関及び内部統制はつぎのとおりであります。 

  

 

（注）１．平成18年４月１日付で新たに執行役員2名が就任し、同日より執行役員19名の体制となっております。 

２．平成18年６月28日開催の定時株主総会における監査役選任決議の結果、同日より監査役4名（うち社外監査

役2名）の体制となっております。 

③内部監査及び監査役監査の状況 

当社は、経営理念、経営方針、企業倫理綱領、個人情報保護方針、情報セキュリティ基本方針、環境保全に関する指針なら

びに諸規程等に基づき、会社業務の適正な遂行を徹底するため、業務処理、経理処理、技術、セキュリティ、個人情報保護、

コンプライアンスおよびその他事業所運営に関する事項について内部監査を実施しております。内部監査は、コンプライアン

ス室が担当し、内部監査の年度計画および実施結果を社長に報告するとともに半期毎に経営戦略会議に報告しております。 

監査役監査につきましては、当事業年度末現在において監査役会は3名（うち社外監査役1名）で構成され、各監査役は監査

役会が策定した監査計画に従って、取締役会への出席、重要な書類の閲覧および子会社の調査を通じ、業務活動の全般にわた

り、方針、計画および手続の妥当性や業務実施の有効性、法令遵守状況等について監査を行い、これらの結果を監査役会に報

告しております。さらに監査役会は、適時、会計監査人から監査の方法および結果について報告を受け、意見交換を行うとと

もに、内部監査部門より内部監査の方法および結果についても報告を受けております。これらに基づき、監査役会は、平成18

年３月期決算について平成18年５月に監査報告書を取締役会に提出いたしました。 

④会計監査の状況 



 業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数 

＊ 同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち自主的に業務執行社員の交

替制度を導入しており、同法人において策定された交替計画に基づいて平成19年３月期会計期間をもって交替する予定

となっておりましたが、同法人の交替規程改訂により、前倒しで平成18年３月期会計期間をもって交替する予定となっ

ております。 

  

監査業務に係る補助者の構成 

公認会計士８名 その他２名 

  

⑤社外取締役及び社外監査役との関係 

 当事業年度末現在の社外取締役 金岡純二および森雅志ならびに社外監査役川村人志と当社との資本的関係・取引関係等につ

きましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等の関連当事者との取引」に記載のとおりであります。いずれの取引に

つきましても、社外取締役および社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。 

  

(2）リスク管理体制の整備の状況 

当社は、自然災害あるいは業務遂行上のリスクが顕在化した場合、「危機管理規程」に従って担当役員を本部長とする対策

本部を設置し、その指示のもと当該リスクに対処してまいります。また、当社は、「企業倫理委員会」および「コンプライア

ンス室」を設置しており、当該組織を中心として企業活動における法令遵守と倫理に基づく行動の一層の徹底を図っておりま

す。 

  

(3）役員報酬の内容 

当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬はつぎのとおりであります。 

  

(4）監査報酬の内容 

当社の新日本監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬の内容は、株式

会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第２条第１項に基づく計算書類等の監査、株式会社の監査等に関する商法の特

例に関する法律第19条の２第３項に基づく連結計算書類の監査、および証券取引法第193条の２に基づく財務計算に関する書類

の監査証明に対するものであり、その額は25百万円であります。 

  

公認会計士の氏名等 所属する監査法人名 継続監査年数 

指定社員 大村 啓三 
新日本監査法人

11年＊ 

業務執行社員 蔵島 大造 －

取締役に支払った報酬 162百万円 

（うち社外取締役に支払った報酬 3百万円） 

監査役に支払った報酬 14百万円 

計 177百万円 



第５【経理の状況】 

  

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財

務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

ただし、前連結会計年度（平成16年４月１日から平成17年３月31日まで）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おります。 

  

(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おります。 

ただし、前事業年度（平成16年４月１日から平成17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おります。 

  

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16年４月１日から平成17年３月31日まで）及び当連結会

計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の連結財務諸表並びに前事業年度（平成16年４月１日から平成17年３月31

日まで）及び当事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）の財務諸表について、新日本監査法人により監査を受け

ております。 

  

  



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17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18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．現金及び預金 4,696 6,155 

２．受取手形及び売掛金 23,034 22,090 

３．有価証券 － 49 

４．たな卸資産 3,673 3,623 

５．繰延税金資産 1,093 1,479 

６．その他 1,577 2,341 

貸倒引当金 △   60 △   134 

流動資産合計 34,016 22.7 35,605 27.9

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産 
※１, 
 ３ 

 

(1）建物及び構築物 34,032 31,515 

(2）機械装置及び運搬具 2,954 2,874 

(3）工具・器具及び備品 600 617 

(4）土地 17,508 15,649 

(5）リース資産 16,726 14,322 

(6）建設仮勘定 0 812 

有形固定資産合計 71,822 47.8 65,791 51.5

２．無形固定資産 5,422 3.6 4,876 3.8

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※２ 27,254 11,825 

(2）長期貸付金 1,497 1,379 

(3）繰延税金資産 5,782 4,027 

(4）その他 6,286 6,048 

貸倒引当金 △ 1,888 △  1,998 

投資その他の資産合計 38,932 25.9 21,282 16.7

固定資産合計 116,177 77.3 91,950 72.0

Ⅲ 繰延資産 40 0.0 92 0.1

資産合計 150,233 100.0 127,648 100.0

   



  

  

  
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18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．支払手形及び買掛金 5,988 4,964 

２．短期借入金 ※３ 5,195 9,985 

３．一年以内返済長期借入金 ※３ 16,592 13,473 

４．一年以内償還社債 10,600 － 

５．未払法人税等 525 434 

６．繰延税金負債 18 38 

７．賞与引当金 2,093 2,252 

８．開発等損失引当金 － 636 

９．その他 10,324 9,897 

流動負債合計 51,338 34.1 41,682 32.7

Ⅱ 固定負債  

１．社債 5,000 9,000 

２．長期借入金 ※３ 51,878 36,730 

３．繰延税金負債 35 11 

４．退職給付引当金 3,083 3,412 

５．海外事業損失引当金 128 － 

６．その他 ※３ 2,783 2,348 

固定負債合計 62,909 41.9 51,502 40.3

負債合計 114,248 76.0 93,184 73.0

   

（少数株主持分）  

少数株主持分 978 0.7 1,000 0.8

   

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 ※５ 20,455 13.6 20,455 16.0

Ⅱ 資本剰余金 24,437 16.3 24,478 19.2

Ⅲ 利益剰余金 △ 9,535 △6.4 △ 11,236 △8.8

Ⅳ その他有価証券評価差額金 424 0.3 578 0.4

Ⅴ 自己株式 ※６ △  775 △0.5 △   811 △0.6

資本合計 35,006 23.3 33,463 26.2

負債、少数株主持分及び資本合計 150,233 100.0 127,648 100.0

   



②【連結損益計算書】 

  

  
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 108,896 100.0 109,885 100.0

Ⅱ 売上原価 93,857 86.2 92,478 84.2

売上総利益 15,038 13.8 17,406 15.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１, 
 ４ 

8,047 7.4 8,662 7.8

営業利益 6,991 6.4 8,743 8.0

Ⅳ 営業外収益  

１．受取利息 43 69  

２．受取配当金 132 139  

３．不動産賃貸収入 342 240  

４．持分法による投資利益 24 1  

５．匿名組合収益 123 －  

６．投資事業組合収益 － 90  

７．為替差益 － 119  

８．その他 128 795 0.7 174 835 0.7

Ⅴ 営業外費用  

１．支払利息 1,944 1,659  

２．その他 704 2,648 2.4 678 2,338 2.1

経常利益 5,138 4.7 7,240 6.6

Ⅵ 特別利益  

１．固定資産売却益 ※２ 0 1  

２．投資有価証券売却益 701 908  

３．関係会社株式売却益 2 －  

４．貸倒引当金戻入益 14 0  

５．退職給付信託設定益 743 －  

６．その他 86 1,549 1.4 113 1,022 0.9

   



  

  

  
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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
（％） 

Ⅶ 特別損失  

１．固定資産売却除却損 ※３ 87 728  

２．投資有価証券売却損 14 49  

３．投資有価証券評価損 85 156  

４．投資有価証券解約損 748 1,578  

５．海外事業損失引当金繰入額 42 －  

６．違約金 195 93  

７．減損損失 ※５ － 4,119  

８．その他 495 1,669 1.5 931 7,656 6.9

税金等調整前当期純利益 5,018 4.6 607 0.6

法人税、住民税及び事業税 629 509  

法人税等調整額 1,435 2,065 1.9 1,282 1,792 1.7

少数株主利益 85 0.1 26 0.0

当期純利益又は当期純損失(△) 2,867 2.6 △  1,211 △1.1

   



③【連結剰余金計算書】 

  

  

   
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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  20,310 24,437 

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．自己株式処分差益  1,211 40

２．合併に伴う増加高  1,911 －

３．株式交換に伴う増加高  1,004 4,127 － 40 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  24,437 24,478 

   

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △  13,218 △  9,535 

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  2,867 －

２．合併に伴う増加高  1,258 －

３．持分法適用会社の減少

による剰余金の増加高  － 4,126 4 4 

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．当期純損失  － 1,211

２．配当金  433 480

３．役員賞与 
（うち監査役賞与）  

9

（0） 
443

13

（0） 
1,705 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  △  9,535 △  11,236 

   



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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   

税金等調整前当期純利益   5,018 607 

減価償却費   4,988 5,073 

減損損失   － 4,119 

投資有価証券評価損   85 156 

退職給付引当金の増減額   342 34 

貸倒引当金の増減額   610 906 

受取利息及び受取配当金   △   176 △    208 

支払利息   1,944 1,659 

為替差損益   15 △    153 

投資有価証券売却益   △   701 △    908 

関係会社株式売却益   △    2 － 

投資有価証券売却損   14 49 

投資有価証券解約損   － 1,578 

売上債権の増減額   551 938 

たな卸資産の増減額   571 49 

仕入債務の増減額   △   923 △   1,479 

その他   74 503 

小計   12,413 12,926 

利息及び配当金の受取額   338 221 

利息の支払額   △  2,019 △   1,766 

法人税等の支払額   △   818 △    701 

その他   135 △    10 

営業活動によるキャッシュ・フロー   10,050 10,668 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入   120 － 

有形固定資産の取得による支出   △  1,958 △   2,769 

有形固定資産の売却による収入   2 513 

無形固定資産の取得による支出   △  2,304 △   1,223 

無形固定資産の売却による収入   8 － 

投資有価証券の取得による支出   △   785 △   1,395 

投資有価証券の売却による収入   915 1,426 

投資有価証券の解約による収入   1,972 14,730 

短期貸付金純増減額   85 12 

長期貸付金の回収による収入   63 70 

その他   561 113 

投資活動によるキャッシュ・フロー   △  1,318 11,479 



  

  

  次へ 

    
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金純増減額   △  4,650 4,790 

長期借入れによる収入   15,230 16,000 

長期借入金の返済による支出   △  17,517 △  34,267 

社債の発行による収入   4,939 3,892 

社債の償還による支出   △  7,612 △  10,600 

自己株式の処分による収入   1,782 111 

親会社による配当金の支払額   △   424 △    421 

少数株主への配当金の支払額   △    17 － 

その他   △   279 △    190 

財務活動によるキャッシュ・フロー   △  8,549 △  20,685 

Ⅳ 現金及び現金同等物の換算差額   △    0 0 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   182 1,463 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   2,252 4,534 

Ⅶ 合併による増加額   2,099 62 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高   4,534 6,061 

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

  
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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 11社 (1）連結子会社の数 11社 

   主要な連結子会社名は、「第１企業

の概況 ４．関係会社の状況」に記載

しているため、省略いたしました。 

 なお、㈱メタマートについては、当

連結会計年度において清算結了したた

め、連結子会社から除外しておりま

す。 

 主要な連結子会社名は、「第１企業

の概況 ４．関係会社の状況」に記載

しているため、省略いたしました。 

 なお、㈱ニュー・ビジネス・デベロ

ップメントについては、当連結会計年

度において清算結了したため、連結子

会社から除外しております。また、㈱

高志インテックについては、新たに設

立したため、連結子会社に含めており

ます。 

  (2）主要な非連結子会社の名称等 (2）主要な非連結子会社の名称等 

  主要な非連結子会社 主要な非連結子会社 

  ㈱京葉インテック ㈱インテック・アイティ・キャピ

タル 

  （連結の範囲から除いた理由） （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）および利益剰

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。 

 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）および利益剰

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 

(1）持分法適用の非連結子会社数 １社 (1）持分法適用の非連結子会社数 － 

主要な会社名   

  ㈱京葉インテック   

   なお、㈱ネプリおよびINTEC 

FINANCE(HONG KONG)LIMITEDについ

ては、清算結了により持分法適用か

ら除外しております。 

㈱京葉インテックについては、連

結子会社である㈱インテック ソリ

ューション パワーに吸収合併され

たため持分法適用から除外しており

ます。 

  (2）持分法適用の関連会社数 ６社 (2）持分法適用の関連会社数 ５社 

  主要な会社名 主要な会社名 

  ㈱プラネット 

北国インテックサービス㈱ 

㈱マイテック 

㈱INTEC LG CNS 

アドソル日進㈱ 

イーソリューションズ㈱ 

㈱プラネット 

北国インテックサービス㈱ 

㈱マイテック 

㈱INTEC LG CNS 

イーソリューションズ㈱ 

   なお、㈱インテック コミュニケ

ーションズについては、当社との合

併により持分法適用から除外してお

ります。 

 なお、アドソル日進㈱について

は、第三者割当増資により関連会社

ではなくなったため持分法適用から

除外しております。 



  

  
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (3）持分法を適用していない非連結子会

社(㈱インテック・アイティ・キャピ

タル他)および関連会社（㈱アサヒ・

インテック他）は、それぞれ連結純損

益およ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、持分法の適用範囲から除

外しております。 

(3）同 左 

  (4）持分法の適用会社のうち、決算日が

連結決算日と異なる会社については、

各社の事業年度にかかる財務諸表を使

用しております。 

(4）同 左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 ㈱アイ・ユー・ケイ、㈱インテック 

ソリューション パワー、㈱スカイイン

テック、㈱インテックリース、㈱インテ

ック興産、㈱マイシティ、インテック・

ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマテ

ィクス㈱、㈱北海道インテック、㈱ウィ

ズインテック、㈱ヒューマおよび㈱ニュ

ー・ビジネス・デベロップメントの決算

日は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、連結決算日との間に生じた

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。 

 ㈱アイ・ユー・ケイ、㈱インテック 

ソリューション パワー、㈱スカイイン

テック、㈱インテックリース、㈱インテ

ック興産、㈱マイシティ、インテック・

ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマテ

ィクス㈱、㈱北海道インテック、㈱ウィ

ズインテック、㈱ヒューマおよび㈱高志

インテックの決算日は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、連結決算日との間に生じた

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。 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準および評価方

法 

(1）重要な資産の評価基準および評価方

法 

有価証券 有価証券 

  満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法） 同 左 

  その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 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） 

同 左 



  
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組

合およ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）については、組合

契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の決

算書類を基礎とし、持分相当

額で取り込む方法によってお

ります。 

  デリバティブ デリバティブ 

  時価法 同 左 

  たな卸資産 たな卸資産 

  主として、個別法による原価法 同 左 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

  有形固定資産 有形固定資産 

   主として、定額法を採用しており

ます。なお、リース資産について

は、リース期間による定額法で償却

する方法を採用しております。 

同 左 

  無形固定資産 無形固定資産 

   定額法を採用しております。 

 なお、市場販売目的のソフトウェ

アについては、見込有効期間（3年)

における見込販売数量に基づく償却

額と販売可能な残存有効期間に基づ

く均等配分額を比較し、いずれか大

きい金額を計上しております。自社

利用のソフトウェアについては、社

内における見込利用可能期間（5年)

に基づく定額法によっております。 

同 左 

  (3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

  貸倒引当金 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

しております。 

同 左 



  
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  賞与引当金 賞与引当金 

   従業員に支給する賞与に充てるた

め、支給対象期間に応じた支給見込

額を計上しております。 

同 左 

  ―――――― 開発等損失引当金 

    受注契約に基づく開発等のうち、

当連結会計年度末において将来の損

失が見込まれ、かつ、当該損失額を

合理的に見積もることが可能なもの

については、その損失見込額を計上

しております。 

  退職給付引当金 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

債務および年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

 過去勤務債務は、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（5年）による定額法により

費用処理しております。 

 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（主

として13年）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

おります。 

同 左 

  海外事業損失引当金 ―――――― 

   海外事業展開の見直し・再構築に

伴い、将来発生する可能性のある損

失に備えるため、当連結会計年度末

における損失見積額を計上しており

ます。 

  

  (4）外貨建の資産および負債の本邦通貨

への換算基準 

(4）外貨建の資産および負債の本邦通貨

への換算基準 

   外貨建金銭債権債務は、期末日の

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おり

ます。 

同 左 

  (5）重要なリース取引の処理方法 (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

計処理によっております。 

同 左 



  
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (6）重要なヘッジ会計の方法 (6）重要なヘッジ会計の方法 

  ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 

   主として繰延ヘッジ処理を採用し

ております。なお、為替予約取引に

ついては振当処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を、金利スワッ

プ取引については特例処理の要件を

満たしている場合は特例処理を採用

しております。 

同 左 

  ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当連結会計年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりとなっております。 

当連結会計年度にヘッジ会計を適

用したヘッジ手段とヘッジ対象は以

下のとおりとなっております。 

  
  

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取引 外貨建売上債権

外貨建仕入債務

為替オプション取
引 

外貨建売上債権

金利スワップ取引 借入金 

  

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取引 外貨建売上債権

金利スワップ取引 借入金 

    

  ヘッジ方針 ヘッジ方針 

   為替予約取引については、外貨建

売上債権および外貨建仕入債務の損

失可能性を減殺する目的で行ってお

ります。為替オプション取引につい

ては、外貨建売上債権の損失可能性

を減殺する目的で行っております。

金利スワップ取引については、金利

変動による借入債務の損失可能性を

減殺する目的で行っております。 

 為替予約取引については、外貨建

売上債権の損失可能性を減殺する目

的で行っております。金利スワップ

取引については、金利変動による借

入債務の損失可能性を減殺する目的

で行っております。 

  ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ有効性の評価は、ヘッジ対

象とヘッジ手段についてそれぞれの

キャッシュ・フロー総額の変動額を

比較しております。ただし、特例処

理によっている金利スワップについ

ては、有効性の評価を省略しており

ます。 

同 左 

  (7）その他連結財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

(7）その他連結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 

   税抜方式を採用しております。 同 左 

５．連結子会社の資産および

負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産および負債の評価に

ついては、全面時価評価法を採用してお

ります。 

同 左 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  
前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

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。 

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、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて計算しておりま

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 

 手許現金、随時引き出し可能な預金お

よ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ヵ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 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度より、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））および

「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）を適用して

おります。この結果、経常利益は280百万円増加し、税

金等調整前当期純利益は3,838百万円減少しておりま

す。 

セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載して

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。 



表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（連結貸借対照表） ―――――― 

 証券取引法の改正に伴って「金融商品会計に関する実

務指針」が改正されたことにより、投資事業有限責任組

合およびこれに類する組合への出資（証券取引法第２条

第２項において有価証券とみなされるもの）について

は、前連結会計年度まで投資その他の資産の「出資金」

に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度より投

資その他の資産の「投資有価証券」に含めて記載してお

ります。なお、当該金額は、当連結会計年度435百万

円、前連結会計年度477百万円であります。 

  

―――――― （連結損益計算書） 

  前連結会計年度において、営業外収益の「その他」に

含めておりました「投資事業組合収益」は、当連結会計

年度において重要性が増加したため、区分掲記すること

といたしました。なお、前連結会計年度の「投資事業組

合収益」は59百万円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） ―――――― 

 前連結会計年度において、財務活動によるキャッシュ 

・フローの「その他」に含めておりました「自己株式の

処分による収入」は、重要性が増加したため、当連結会

計年度より区分掲記することといたしました。なお、前

連結会計年度の「自己株式の処分による収入」は12百万

円であります。 

  



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

  

前連結会計年度
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日） 

  
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 29,459百万円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 29,420百万円

※２ 非連結子会社および関連会社に対するものはつぎ

のとおりであります。 

※２ 非連結子会社および関連会社に対するものはつぎ

のとおりであります。 
  

投資有価証券（株式） 1,498百万円 投資有価証券（株式） 1,261百万円

※３ 担保に供している資産 ※３ 担保に供している資産 
  

建物及び構築物 18,755百万円

土地 3,645百万円

機械装置及び運搬具 83百万円

計 22,483百万円

建物及び構築物 17,787百万円

土地 3,645百万円

機械装置及び運搬具 65百万円

計 21,497百万円

上記物件について、短期借入金135百万円、長期

借入金（１年以内に返済予定のものを含む。） 

4,427百万円、その他固定負債146百万円の担保に

供しております。 

上記物件について、短期借入金125百万円、長期

借入金（１年以内に返済予定のものを含む。） 

3,875百万円、その他固定負債74百万円の担保に

供しております。 

 ４ 偶発債務  ４ 偶発債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し

て債務保証を行っております。 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し

て債務保証を行っております。 
  

  

新湊ケーブルネットワーク㈱ 100百万円

計 100百万円

射水ケーブルネットワーク㈱ 

（旧 新湊ケーブルネットワー

ク㈱） 

100百万円

計 100百万円

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式48,224千株で

あります。 

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式48,224千株で

あります。 

※６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

1,002,774株であります。 

※６ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

989,508株であります。 

 ７ 当社は、資金調達力を高めるため、取引銀行６行

とクレジット・ファシリティ契約を締結しており

ます。 

―――――― 

  
クレジット・ファシリティ契約
の総額 

7,000百万円

当連結会計年度末残高 なし   

   

   



（連結損益計算書関係） 

  

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目 
  

従業員給与 3,178百万円

賞与引当金繰入額 313百万円

退職給付費用 180百万円

貸倒引当金繰入額 12百万円

研究開発費 863百万円

従業員給与 3,187百万円

賞与引当金繰入額 325百万円

退職給付費用 170百万円

貸倒引当金繰入額 28百万円

研究開発費 862百万円

※２ 固定資産売却益の主なものは、機械装置及び運搬

具の売却によるものであります。 

※２ 固定資産売却益の主なものは、建物及び構築物の

売却によるものであります。 

※３ 固定資産売却除却損の主なものは、建物及び構築

物、機械装置及び運搬具の除却によるものであり

ます。 

※３ 固定資産売却除却損の主なものは、建物及び構築

物の売却およびソフトウェア、建物及び構築物の

除却によるものであります。 

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

863百万円 862百万円 

※５        ――――――         ※５ 減損損失 

      当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上しまし

た。 

  
用途 種類 場所等 

事業用資産 土地及び建物 北海道札幌市 

賃貸不動産 土地及び建物
千葉県船橋市、
石川県金沢市、 
東京都練馬区 

オペレーティ
ング・リース 

リース資産 航空機 

遊休資産
土地及び建物
等 

富山県富山市そ
の他２箇所 

  当社グループは、各社事業本部、地域により、

また賃貸不動産については個別の物件ごとに資産

のグルーピングを行っております。 

継続的な地価の下落、営業収益の低下等によ

り、当社グループは当連結会計年度において、収

益性が著しく低下した資産グループの帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（4,119百万円）として特別損失に計上いたしま

した。その内訳といたしましては、事業用資産

348百万円（内、土地262百万円、建物86百万

円）、賃貸不動産2,019百万円（内、土地1,106百

万円、建物913百万円）、リース資産1,629百万

円、遊休資産120百万円（内、土地114百万円、建

物3百万円、その他2百万円）であります。 

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味

売却価額または使用価値により測定しており、正

味売却価額については不動産鑑定評価額等により

評価し、使用価値については将来キャッシュ・フ

ローを4％で割り引いて算定しております。 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 
  
現金及び預金勘定 4,696百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △162 

取得日から３ヵ月以内に償還期限の
到来する短期投資（有価証券） 

－ 

現金及び現金同等物 4,534 

現金及び預金勘定 6,155百万円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △93 

取得日から３ヵ月以内に償還期限の
到来する短期投資（有価証券） 

－ 

現金及び現金同等物 6,061 

    

２．当連結会計年度に当社と合併した持分法適用関連会

社㈱インテック コミュニケーションズより引き継

いだ資産および負債の内容はつぎのとおりでありま

す。 

なお、合併により増加した資本剰余金は1,911百

万円であります。 

―――――― 

合併により引き継いだ資産・負債   
  
流動資産 4,202百万円

固定資産 4,006 

  資産合計 8,209 

流動負債 2,099 

固定負債 336 

  負債合計 2,435 

   

    

    

    

    

    



（リース取引関係） 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

（借手側） （借手側） 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額および期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額および期末残高相当額 
  

  
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） 

機械装置及び
運搬具等 

8,066 5,068 2,997

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） 

機械装置及び
運搬具等 

8,064 5,658 2,405

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等 

    未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 6,208百万円

１年超 4,882百万円

合計 11,090百万円

１年内 4,014百万円

１年超 6,059百万円

合計 10,073百万円

３．支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相

当額 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額および減損損失 
  

支払リース料 1,539百万円

減価償却費相当額 1,386百万円

支払利息相当額 165百万円

支払リース料 1,756百万円

減価償却費相当額 1,551百万円

支払利息相当額 130百万円

４．減価償却費相当額の算定方法 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 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 

  （減損損失について） 

   リース資産に配分された減損損失はありません。 

    

（貸手側） （貸手側） 

１．リース物件の取得価額、減価償却累計額および期末

残高 

１．リース物件の取得価額、減価償却累計額、減損損失

累計額および期末残高 
  

  
取得価額 
（百万円） 

減価償却累
計額 
（百万円） 

期末残高
（百万円） 

機械装置 
及び運搬具 

402 148 254

工具・器具 
及び備品 

2,826 2,077 748

その他（無形
固定資産等） 

1,899 1,101 798

合計 5,128 3,327 1,801

取得価額
（百万円） 

減価償却累
計額 
（百万円） 

期末残高 
（百万円） 

機械装置
及び運搬具 

219 78 141

工具・器具
及び備品 

2,587 2,017 569

その他（無形
固定資産等） 

1,303 799 503

合計 4,110 2,895 1,214



  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 3,705百万円

１年超 5,614百万円

合計 9,319百万円

１年内 3,387百万円

１年超 5,178百万円

合計 8,565百万円

このうち転貸リース取引にかかる貸手側の未経過リ

ース料期末残高相当額は7,892百万円（うち１年内

2,994百万円）であります。なお、借手側の残高相

当額はおおむね同一であり、上記の借手側の注記

２．未経過リース料期末残高相当額に含まれており

ます。 

このうち転貸リース取引にかかる貸手側の未経過リ

ース料期末残高相当額は7,566百万円（うち１年内

2,933百万円）であります。なお、借手側の残高相

当額はおおむね同一であり、上記の借手側の注記

２．未経過リース料期末残高相当額に含まれており

ます。 

３．受取リース料、減価償却費および受取利息相当額 ３．受取リース料、減価償却費および受取利息相当額 
  

受取リース料 1,090百万円

減価償却費 821百万円

受取利息相当額 86百万円

受取リース料 795百万円

減価償却費 525百万円

受取利息相当額 58百万円

４．利息相当額の算定方法 ４．利息相当額の算定方法 

利息相当額の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 

  （減損損失について） 

   リース資産に配分された減損損失はありません。 

    

オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 

（借手側） （借手側） 

未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 64百万円

１年超 33百万円

合計 98百万円

１年内 197百万円

１年超 68百万円

合計 266百万円

（貸手側） （貸手側） 

未経過リース料 未経過リース料 
  

１年内 1,123百万円

１年超 3,191百万円

合計 4,315百万円

１年内 1,260百万円

１年超 3,304百万円

合計 4,565百万円



（有価証券関係） 

１．売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

  

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

  

３．その他有価証券で時価のあるもの 

  

  種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

時価
（百万円） 

差額
（百万円） 

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 

 (1）国債・地方債等 － － － － － －

 (2）社債 49 101 52 49 101 51

 (3）その他 － － － － － －

小計 49 101 52 49 101 51

時価が連結貸借対照表計
上額を超えないもの 

 (1）国債・地方債等 － － － － － －

 (2）社債 － － － － － －

 (3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 49 101 52 49 101 51

  種類 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

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） 

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） 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの 

(1）株式 1,076 1,750 673 1,456 2,355 899

(2) 債券  

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 289 308 19 289 324 35

(3) その他  

① 投資信託 14,018 14,151 133 233 265 32

小計 15,384 16,210 826 1,979 2,946 967

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

(1) 株式 393 342 △50 275 235 △40

(2) 債券  

① 国債・地方債等 － － － － － －

② 社債 － － － － － －

③ その他 － － － － － －

(3) その他  

① 投資信託 2,141 2,085 △55 20 20 △0

小計 2,534 2,428 △105 296 255 △40

合計 17,918 18,639 720 2,275 3,201 926



４．売却したその他有価証券 

  

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

６．その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自平成17年４月１日 至平成18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） 

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） 

914 701 14 1,392 908 49

  
前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（百万円） 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1)満期保有目的の債券 

非上場外国債券 1,073 1,202 

(2)その他有価証券 

非上場株式 5,557 5,614 

投資事業有限責任組合等 435 544 

  

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

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    

(1)国債・地方債等 － － － － － － － －

(2)社債 － 1,123 － － 49 1,202 － －

(3)その他 － 308 － － － 324 － －

２．その他 － － － － － － － －

合計 － 1,432 － － 49 1,527 － －



（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16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1) 取引の内容 (1) 取引の内容 

取引をしているデリバティブ取引は、 

①通貨関連：為替予約取引、為替オプション取引 

②金利関連：スワップ取引 

です。 

取引をしているデリバティブ取引は、 

①通貨関連：為替予約取引 

②金利関連：スワップ取引 

です。 

(2) 取引に対する取組方針 (2) 取引に対する取組方針 

為替リスク・金利リスクを軽減するためにデリバ

ティブ取引を導入しています。 

 主な取引として、 

・外貨建資産および負債の為替相場の変動によるリ

スクを軽減するための為替予約取引、為替オプシ

ョン取引 

・借入金に係わる金利変動リスクを軽減するための

スワップ取引 

を行っています。 

為替リスク・金利リスクを軽減するためにデリバ

ティブ取引を導入しています。 

 主な取引として、 

・外貨建資産の為替相場の変動によるリスクを軽減

するための為替予約取引 

・借入金に係わる金利変動リスクを軽減するための

スワップ取引 

を行っています。 

(3) 取引の利用目的 (3) 取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建債権債務

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

的で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

デリバティブ取引は、通貨関連では外貨建債権の為

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

利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法 

 主として繰延ヘッジ処理を採用しております。な

お、為替予約取引については振当処理の要件を満た

している場合は振当処理を、金利スワップ取引につ

いては特例処理の要件を満たしている場合は特例処

理を採用しております。 

    同 左 

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段とヘッジ対象 

 当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手

段とヘッジ対象は以下のとおりとなっております。 

 当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手

段とヘッジ対象は以下のとおりとなっております。 

  

  

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取引 外貨建売上債権 

外貨建仕入債務 

為替オプション取引 外貨建売上債権 

金利スワップ取引 借入金 

  

  

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約取引 外貨建売上債権 

金利スワップ取引 借入金 

    

ヘッジ方針 ヘッジ方針 

 為替予約取引については、外貨建売上債権および

外貨建仕入債務の損失可能性を減殺する目的で行っ

ております。為替オプション取引については、外貨

建売上債権の損失可能性を減殺する目的で行ってお

ります。金利スワップ取引については、金利変動に

よる借入債務の損失可能性を減殺する目的で行って

おります。 

 為替予約取引については、外貨建売上債権の損失

可能性を減殺する目的で行っております。金利スワ

ップ取引については、金利変動による借入債務の損

失可能性を減殺する目的で行っております。 



  

２．取引の時価等に関する事項 

 当社および連結子会社は、前連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)および当連結会計年度（自 平

成17年4月1日 至 平成18年3月31日）において、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているので、該当事項はあ

りません。 

  

  

  次へ 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ有効性の評価は、ヘッジ対象とヘッジ手段

についてそれぞれのキャッシュ・フロー総額の変動

額を比較しております。ただし、特例処理によって

いる金利スワップについては、有効性の評価を省略

しております。 

    同 左 

(4) 取引に係るリスクの内容 (4) 取引に係るリスクの内容 

 通貨関連における為替予約取引および為替オプショ

ン取引においては、為替相場の変動によるリスクを有

しております。 

 金利関連におけるスワップ取引においては、市場金

利の変動によるリスクを有しております。 

 通貨関連および金利関連とも当社のデリバティブ取

引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関である

ため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスク

はほとんどないと判断しています。 

通貨関連における為替予約取引においては、為替相場

の変動によるリスクを有しております。 

 金利関連におけるスワップ取引においては、市場金

利の変動によるリスクを有しております。 

 通貨関連および金利関連とも当社のデリバティブ取

引の契約先は、いずれも信用度の高い金融機関である

ため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスク

はほとんどないと判断しています。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 (5) 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引については、種類・残高等を経営

会議に報告しています。管理部門は経理部です。 

デリバティブ取引については、種類・残高等を取締

役会に報告しています。管理部門はグループ経営本部

です。 

(6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 (6) 取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が

デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。 

    同 左 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社および連結子会社は、確定給付型の制度として企業年金基金制度、適格退職年金制度および退職一時金制度を設け

ております。 

また、当社は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 

  

  

３．退職給付費用に関する事項 

  

  

     （単位：百万円）

    
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

  イ．退職給付債務 △16,986 △18,061 

  ロ．年金資産 11,276 15,310 

  ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △5,709 △2,750 

  ニ．未認識数理計算上の差異 3,470 288 

  ホ．未認識過去勤務債務 △727 △540 

  ヘ．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ） △2,967 △3,002 

  ト．前払年金費用 116 410 

  チ．退職給付引当金（ヘ－ト） △3,083 △3,412 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度

（平成18年３月31日） 

  （注） 一部の子会社は、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。 

（注） 同 左 

     （単位：百万円）

    
前連結会計年度

（自平成16年４月１日 
至平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成17年４月１日 
至平成18年３月31日） 

  イ．勤務費用（注） 1,071 988 

  ロ．利息費用 365 402 

  ハ．期待運用収益 △247 △294 

  ニ．数理計算上の差異の費用処理額 392 367 

  ホ．過去勤務債務の費用処理額 △187 △187 

  ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 1,395 1,276 

  前連結会計年度 
（自平成16年４月１日 
至平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自平成17年４月１日 
至平成18年３月31日） 

  （注） 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」に計上してお

ります。 

（注） 同 左 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

（税効果会計関係） 

  

    
前連結会計年度

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18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3.5％ 同左 

  ニ．過去勤務債務の額の処理年数 5年 

（発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により費用

処理しております。） 

同左 

  ホ．数理計算上の差異の処理年数 主として13年 

（発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により、翌

連結会計年度から費用処理

することとしておりま

す。） 

同左 

前連結会計年度
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日） 

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１．繰延税金資産およ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）   

貸倒引当金損金算入限度超過額 606百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 848 

退職給付引当金損金算入限度超過額 1,987 

未払事業税否認 102 

投資有価証券評価損 988 

繰越欠損金 8,801 

その他有価証券評価差額金 0 

未実現利益消去に伴う計上額 1,763 

その他 482 

繰延税金資産小計 15,580 

評価性引当額 △7,539 

繰延税金資産合計 8,040 

（繰延税金負債）   

利益処分方式積立諸準備金 △135 

退職給付信託設定に伴う計上額 △767 

連結手続上貸倒引当金の減額修正に
伴う計上額 

△26 

その他有価証券評価差額金 △287 

繰延税金負債合計 △1,217 

繰延税金資産の純額 6,823 

（繰延税金資産）   

貸倒引当金損金算入限度超過額 592百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 913 

退職給付引当金損金算入限度超過額 2,071 

未払事業税否認 113 

投資有価証券評価損 617 

開発等損失引当金 257 

減損損失 1,135 

繰越欠損金 8,118 

未実現利益消去に伴う計上額 1,541 

その他 403 

繰延税金資産小計 15,764 

評価性引当額 △8,977 

繰延税金資産合計 6,787 

（繰延税金負債）   

利益処分方式積立諸準備金 △125 

退職給付信託設定に伴う計上額 △767 

連結手続上貸倒引当金の減額修正に
伴う計上額 

△48 

その他有価証券評価差額金 △387 

繰延税金負債合計 △1,329 

繰延税金資産の純額 5,458 

    



  

  

前連結会計年度
（平成17年３月31日現在） 

当連結会計年度
（平成18年３月31日現在） 

―――――― 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 40.4％ 

（調整）  

住民税均等割 10.4 

交際費等の永久差異 15.0 

評価性引当額 236.7 

未実現利益 △44.3 

その他 36.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
295.1 



（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16年４月１日 至平成17年３月31日） 

  

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

  

 （注）１．事業区分は、サービスの種類、性質等の類似性および業態により、情報・通信事業、リース事業、不動産賃貸・管理事

業、その他の事業にセグメンテーションしております。 

２．各事業区分に属する主要品目および事業内容 

(1）情報・通信事業 

①アウトソーシング②ソフトウェア③システム・インテグレーション④ネットワーク 

⑤ITコンサルティング⑥バイオ・インフォマティクス 

(2）リース事業 

情報・通信機器、生産・流通・商業設備等の賃貸および割賦販売 

(3）不動産賃貸・管理事業 

不動産の賃貸・管理 

(4)その他の事業 

人材派遣、広告・宣伝、物品販売 他 

  
情報・通信
事業 
（百万円） 

リース事業 
（百万円） 

不動産賃貸
・管理事業 
（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） 

売上高および営業損益    

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 98,579 6,840 1,481 1,994 108,896 － 108,896

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

2,868 1,891 2,235 778 7,773 (7,773) －

計 101,447 8,731 3,717 2,772 116,670 (7,773) 108,896

営業費用 95,178 8,662 3,265 2,693 109,800 (7,895) 101,904

営業利益 6,269 69 452 79 6,869 121 6,991

資産、減価償却費および資本的支
出 

   

資産 110,095 38,266 25,312 984 174,659 (24,425) 150,233

減価償却費 2,276 2,147 624 18 5,067 (79) 4,988

資本的支出 3,082 1,152 113 24 4,373 (12) 4,360

  
情報・通信
事業 
（百万円） 

リース事業 
（百万円） 

不動産賃貸
・管理事業 
（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） 

売上高および営業損益    

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 99,956 6,483 1,658 1,786 109,885 － 109,885

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

2,824 1,539 2,151 855 7,371 (7,371) －

計 102,781 8,022 3,810 2,641 117,256 (7,371) 109,885

営業費用 95,193 7,595 3,296 2,555 108,641 (7,500) 101,141

営業利益 7,588 426 514 85 8,614 128 8,743

資産、減価償却費、減損損失およ
び資本的支出 

   

資産 94,346 23,912 24,747 1,040 144,047 (16,398) 127,648

減価償却費 2,614 1,876 629 19 5,139 (66) 5,073

減損損失 2,168 2,959 － － 5,128 (1,008) 4,119

資本的支出 2,741 1,320 126 5 4,193 (27) 4,165



３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、当社での余資運用資金（現預金等）、長期投資資金（投資有価

証券等）であります。 

前連結会計年度   15,407百万円 

当連結会計年度   12,205百万円 

４．減価償却費および資本的支出には長期前払費用とそれらの償却費が含まれております。 

５．会計処理の方法の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「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））および「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）を適

用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度のリース事業の営業費用は274百万円減少

し、営業利益が同額増加しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）および当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年

３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社および重要な支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）および当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年

３月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略いたしました。 

  

  



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

  

(1)役員および個人主要株主等 

  

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件および取引条件の決定方針等 

上記の取引は、いずれもいわゆる第三者のための取引であり、価格等は一般的取引条件によっております。 

３．宮地秀明は平成17年３月27日付で大山開発㈱代表取締役社長を退任しております。取引および債権債務の残高について

は３月末までを記載しております。 

属性 氏名 住所 
資本金 
(百万円) 

事業の内容又は
職業 

議決権等
の所有(被
所有)割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係 

役員 
宮地秀明 
(注)３ 

－ － 
大山開発㈱ 
代表取締役社長 

(被所有)
直接 
0.0 

－ －

情報処理サー
ビスの受託 

2 － －

施設の利用及
び業務委託 

26 
その他 
(流動資産) 

33

利息の受取 7 長期貸付金 695

－ － 
その他 
(流動負債) 

3

役員 金岡純二 － － 
㈱富山第一銀行 
代表取締役頭取 

(被所有)
直接 
0.0 

－ －

情報処理サー
ビスの受託 

833 
受取手形 
及び売掛金 

13

資金の借入等 2,700 

短期借入金 1,000

一年内返済
長期借入金 

1,225

長期借入金 3,750

社債 1,000

利息の支払等 167 

その他 
(流動資産) 

8

その他 
(流動負債) 

9

役員 森 雅志 － － 

富山市長 

(被所有)
直接 
－ 

－ －

情報処理サー
ビスの受託 

240 
受取手形 
及び売掛金 

57

富山県市町村会
館管理組合 
組合長 

情報処理サー
ビスの受託 

84 
受取手形 
及び売掛金 

6

事務委託料 9 － －

役員 新田八朗 － － 

日本海ガス㈱ 
代表取締役社長 

(被所有)
直接 
0.0 

－ －

情報処理サー
ビスの受託 

141 
受取手形 
及び売掛金 

12

ガス燃料の購
入 

13 
その他 
(流動負債) 

2

㈱サプラ 

代表取締役会長 
情報処理サー
ビスの受託 

13 － －

太閤山観光㈱ 
代表取締役社長 

情報処理サー
ビスの受託 

1 － －

役員 川村人志 － － 

三協・立山ホー
ルディングス㈱ 
代表取締役会長 

(被所有)
直接 
－ 

－ －

情報処理サー
ビスの受託 

405 
受取手形 
及び売掛金 

102

三協アルミニウ
ム工業㈱ 
代表取締役社長 

情報処理サー
ビスの受託 

190 
受取手形 
及び売掛金 

6

商品の購入 21 
支払手形 
及び買掛金 

2

㈱チューリップ
テレビ 
代表取締役 

情報処理サー
ビスの受託 

67 
受取手形 
及び売掛金 

3



当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

  

(1)役員および個人主要株主等 

  

 （注）１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

上記の取引は、いずれもいわゆる第三者のための取引であり、価格等は一般的取引条件によっております。 

  

属性 氏名 住所 
資本金 
(百万円) 

事業の内容又は
職業 

議決権等
の所有(被
所有)割合 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 

科目 
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 金岡純二 － － 
㈱富山第一銀行 
代表取締役頭取 

(被所有)
直接 
0.0 

－ －

情報処理サー
ビスの受託 

766 
受取手形 
及び売掛金 

1

資金の借入 4,300 

短期借入金 2,700

一年内返済
長期借入金 

1,020

長期借入金 3,050

社債 1,000

利息の支払等 143 － －

有価証券の購
入 

212 － －

分配金の受取
等 

9 － －

－ － 
その他 
(流動資産) 

9

－ － 
その他 
(流動負債) 

5

役員 森 雅志 － － 

富山市長 

(被所有)
直接 
－ 

－ －

情報処理サー
ビスの受託 

890 
受取手形 
及び売掛金 

174

土地の購入 15 － －

広告宣伝費の
支払 

1 － －

富山県市町村会
館管理組合 
組合長 

情報処理サー
ビスの受託 

1 － －

事務委託料 2 － －

富山ライトレー
ル㈱ 
代表取締役社長 

情報処理サー
ビスの受託 

7 
受取手形 
及び売掛金 

7

電停命名権の
購入 

14 － －

役員 新田八朗 － － 

日本海ガス㈱ 
代表取締役社長 

(被所有)
直接 
0.0 

－ －

情報処理サー
ビスの受託 

110 
受取手形 
及び売掛金 

23

ガス燃料の購
入 

15 
その他 
(流動負債) 

3

㈱サプラ 
代表取締役会長 

情報処理サー
ビスの受託 

9 
受取手形 
及び売掛金 

2

太閤山観光㈱ 
代表取締役 

情報処理サー
ビスの受託 

2 － －

役員 川村人志 － － 

三協・立山ホー
ルディングス㈱ 
代表取締役会長 

(被所有)
直接 
－ 

－ －

情報処理サー
ビスの受託 

526 
受取手形 
及び売掛金 

167

三協アルミニウ
ム工業㈱ 
代表取締役社長 

情報処理サー
ビスの受託 

63 受取手形 
及び売掛金 

5

商品の購入 2 － －

㈱チューリップ
テレビ 
代表取締役 

情報処理サー
ビスの受託 

51 受取手形 
及び売掛金 

4



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

  

１株当たり純資産額 740.97円

１株当たり当期純利益金額 68.90円

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額 

66.18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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損
失であるため記載しておりません。 
  

１株当たり純資産額 708.16円 

１株当たり当期純損失金額 25.85円 

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は 

１株当たり当期純損失金額 
  

当期純利益又は当期純損失(△) 

（百万円） 
2,867 △1,211 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 12 9 

（うち利益処分による役員賞与金） (  12) (  9) 

普通株式に係る当期純利益又は 

当期純損失(△)（百万円） 
2,854 △1,220 

期中平均株式数（千株） 41,432 47,200 

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） 22 － 

（うち支払利息等(税額相当額控除後)) (  22) (  －) 

普通株式増加数（千株） 2,044 － 

（うち転換社債） (2,038) (  －) 

（うち新株予約権） (  5) (  －) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の数541 

個）および旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受権（新株予

約権の目的となる株式の数 

2,460,000株）。これらの詳細

は、「第４提出会社の状況、１株

式等の状況、（2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりでありま

す。 

新株予約権（新株予約権の数530

個）および旧商法第280条ノ19の

規定に基づく新株引受権（新株予

約権の目的となる株式の数 

2,328,000株)。これらの詳細は、

「第４提出会社の状況、１株式等

の状況、（2）新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── 

  

当社は、平成18年５月19日開催の取締役会におい

て、インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォ

マティクス株式会社（以下「W&G」という。）と共同

して株式移転により完全親会社となる持株会社、株式

会社インテックホールディングス（以下「インテック

HD」という。）を設立することを決議し、同日、両社

は共同株式移転計画書に調印いたしました。また、当

該株式移転による持株会社設立については、平成18年

６月28日開催の第55回定時株主総会において承認され

ました。 

なお、W&Gにおきましても、平成18年６月28日開催

の臨時株主総会において、当該株式移転による持株会

社設立について承認を受けております。 

また、持株会社の設立は、法令に定める関係官庁の

承認を前提としております。 

株式移転の概要は、次のとおりであります。 

  (1) 持株会社設立の目的 

  グループ・ガバナンスをさらに強化するととも

に、IT事業の成長戦略を加速し、グループ全体の企

業価値を増大させるため。 

  (2) 株式移転の方法 

  会社法第772条に定める株式移転の方法により、

共同して完全親会社となる持株会社を設立し、当社

およびW&Gはその完全子会社となります。 

  (3) 株式移転をなすべき時期 

  本株式移転をなすべき期日（株式移転期日）は平

成18年10月２日とします。 

  (4) 株式移転比率 

  インテックHDは、株式移転期日の前日の最終の当

社およびW&Gのそれぞれの株主名簿（実質株主名簿

を含む）に記載または電磁的に記録された普通株主

に対して、その所有する当社普通株式1株に対しイ

ンテックHDの普通株式1株を、W&G普通株式1株に対

しインテックHDの普通株式160株をそれぞれ割り当

てます。 

  (5) 株式移転交付金 

  株式移転交付金の支払いは行いません。 

  (6) 株式移転後における上場に関する事項 

  新設する持株会社（インテックHD）が東京証券取

引所に株式の上場を申請する予定です。 

インテックHD株式の上場日は、株式移転期日の平

成18年10月２日を予定しております。また、完全子

会社となるインテックおよびW&Gの株式は、平成18 

年９月26日に上場廃止となる予定です。 



  

  

前連結会計年度
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (7) 新会社（持株会社）の概要 

  ①商号    株式会社インテックホールディングス 

(英文名INTEC Holdings, Ltd.） 

②事業内容  グループ全体の収益向上を図るための

戦略的経営計画の立案・実行、事業子

会社の業務遂行の支援および管理 

③本店所在地 富山県富山市牛島新町５番５号 

④資本金   100億円 

  (8) 共同して持株会社を設立するW&Gの概要 

  平成17年12月31日現在および平成17年12月期 

  商号 インテック・ウェブ・アンド・ゲ
ノム・インフォマティクス株式会
社 

事業内容 バイオインフォマティクス事業、
ウェブ事業、アドバンストリサー
チ事業 

本店所在地 東京都江東区新砂一丁目３番３号 

代表者 代表取締役社長 後呂 光義 

資本金 1,396百万円 

発行済株式
総数 

19,200株 

従業員数 94名 

営業利益、
当期純利益 

営業利益    107百万円 
当期純利益    57百万円 

資産、資本
の状況 

総資産    3,327百万円 
純資産    2,717百万円 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 （注）１．（ ）内書は、１年以内の償還予定額であります。 

２．連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

  

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

㈱インテック 
2005年10月６日満期
第６回無担保普通社債 

平成12年 
10月６日 

7,600
(7,600)

－ 2.200 なし 
平成17年
10月６日 

㈱インテック 
2005年８月10日満期
第７回無担保普通社債 

平成13年 
８月10日 

3,000
(3,000)

－ 1.050 なし 
平成17年
８月10日 

㈱インテック 
2009年４月８日満期
第８回無担保普通社債 

平成16年 
４月８日 

1,000 1,000 1.168 なし 
平成21年
４月８日 

㈱インテック 
2010年３月19日満期
第９回無担保普通社債 

平成17年 
３月22日 

4,000 4,000 1.500 なし 
平成22年
３月19日 

㈱インテック 
2010年５月20日満期
第10回無担保普通社債 

平成17年 
５月20日 

－ 4,000 1.260 なし 
平成22年
５月20日 

合計 － － 
15,600
(10,600)

9,000 － － － 

  
１年以内 
（百万円） 

１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内
（百万円） 

３年超４年以内
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

  － － － 5,000 4,000 



【借入金等明細表】 

 （注）１．「平均利率」については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金およびその他の有利子負債（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ります。 

  

(2）【その他】 

 該当事項はありません。 

  

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 5,195 9,985 0.8 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 16,592 13,473 2.0 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 51,878 36,730 2.2 平成19年～26年

その他の有利子負債    

長期未払金 540 332 2.8 平成19年～20年

合計 74,206 60,521 － － 

    
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 17,565 7,730 5,982 4,181 

  
その他の有利子負
債 

119 － － － 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18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．現金及び預金   1,845 3,936 

２．受取手形 ※５  571 344 

３．売掛金 ※５  18,985 19,535 

４．商品   620 596 

５．仕掛品   2,361 2,391 

６．貯蔵品   96 112 

７．前渡金   3 0 

８．前払費用 ※５  571 587 

９．繰延税金資産   838 1,128 

10．未収収益   6 7 

11．短期貸付金 ※５  1,931 13,171 

12．その他 ※５  429 585 

貸倒引当金   △   14 △    92 

流動資産合計   28,249 17.6 42,305 30.0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物 ※１ 24,096 23,092  

減価償却累計額  △  10,656 13,439 △ 10,556 12,535 

(2）構築物 ※１ 621 536  

減価償却累計額  △   347 273 △   312 223 

(3）機械及び装置 ※１ 6,790 6,584  

減価償却累計額  △  4,300 2,490 △  4,315 2,269 

(4）車両運搬具  174 125  

減価償却累計額  △   118 56 △   89 36 

(5）工具・器具及び備品  1,011 971  

減価償却累計額  △   776 234 △   722 248 

      



   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18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
（％） 

(6）土地 ※１  14,283 11,547 

(7）建設仮勘定   0 812 

有形固定資産合計   30,779 19.2 27,674 19.7

２．無形固定資産    

(1）借地権   347 347 

(2）商標権   10 8 

(3）電話施設利用権   951 925 

(4）ソフトウェア   2,573 2,283 

無形固定資産合計   3,881 2.4 3,563 2.5

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券   13,561 8,268 

(2）関係会社株式   45,517 45,311 

(3）出資金   1 1 

(4）長期貸付金   776 701 

(5）従業員長期貸付金   27 21 

(6）関係会社長期貸付金   30,353 7,638 

(7）長期前払費用   350 181 

(8）敷金及び保証金 ※５  3,347 3,305 

(9）保険積立資産   885 1,021 

(10）会員権   2,036 1,337 

(11）更生債権等   79 103 

(12）繰延税金資産   4,035 2,669 

(13）その他   1,158 1,412 

貸倒引当金   △  1,844 △  1,522 

投資損失引当金   △  2,809 △  3,363 

投資その他の資産合計   97,477 60.8 67,089 47.7

固定資産合計   132,138 82.4 98,327 69.9

Ⅲ 繰延資産    

１．社債発行費   40 92 

繰延資産合計   40 0.0 92 0.1

資産合計   160,428 100.0 140,725 100.0

     



   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18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   775 974 

２．買掛金 ※５  2,560 2,400 

３．短期借入金 ※５  7,480 13,140 

４．一年以内返済長期借入
金 

※１  16,462 13,375 

５．一年以内償還社債   10,600 － 

６．未払金 ※５  992 1,061 

７．未払法人税等   213 174 

８．未払消費税等   243 280 

９．未払費用 ※５  6,847 6,631 

10．前受金 ※５  412 383 

11．預り金 ※５  391 179 

12．前受収益 ※５  47 25 

13．賞与引当金   1,652 1,785 

14. 開発等損失引当金   － 605 

15．設備支払手形   58 48 

流動負債合計   48,736 30.4 41,067 29.2

Ⅱ 固定負債    

１．社債   5,000 9,000 

２．長期借入金 ※１  51,679 36,629 

３．退職給付引当金  706 898 

４．長期預り金 ※５  232 263 

５．長期未払金 
※１, 
５ 

 908 520 

６．その他   15 102 

固定負債合計   58,542 36.5 47,414 33.7

負債合計   107,279 66.9 88,481 62.9



  

  

   
前事業年度

（平成17年３月31日） 
当事業年度 

（平成18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
（％） 

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２  20,455 12.8 20,455 14.5

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  18,496 18,496  

２．その他資本剰余金    

(1）資本準備金減少差益  4,996 4,996  

(2）自己株式処分差益  0 40  

資本剰余金合計   23,493 14.6 23,534 16.7

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金  9 9  

２．任意積立金    

(1）システム保守準備金  49 37  

(2）特別償却準備金  67 162  

(3）別途積立金  5,001 7,001  

３．当期未処分利益  4,501 1,336  

利益剰余金合計   9,628 6.0 8,546 6.1

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  347 0.2 518 0.4

Ⅴ 自己株式 ※３  △   775 △ 0.5 △   811 △ 0.6

資本合計   53,149 33.1 52,243 37.1

負債・資本合計   160,428 100.0 140,725 100.0

     



②【損益計算書】 

   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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．ソフトウェア  34,709 38,262  

２．システム・インテグ
レーション 

 26,118 25,158  

３．アウトソーシング  21,249 21,521  

４．ネットワーク  10,417 92,495 100.0 11,059 96,001 100.0

Ⅱ 売上原価 ※３  81,522 88.1 83,291 86.8

売上総利益   10,973 11.9 12,709 13.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３   

１．広告宣伝費  165 171  

２．貸倒引当金繰入額  － 20  

３．役員報酬  228 177  

４．従業員給与  2,267 2,382  

５．賞与引当金繰入額  247 264  

６．退職給付費用  136 136  

７．福利厚生費  354 372  

８．採用教育費  81 124  

９．接待交際費  138 160  

10．旅費交通費  50 157  

11．家賃及び地代  298 413  

12．支払手数料  192 170  

13．減価償却費  183 161  

14．租税公課  230 282  

15．研究開発費 ※４ 862 869  

16．その他  338 5,776 6.3 662 6,527 6.8

営業利益   5,196 5.6 6,181 6.4



   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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
（％） 

Ⅳ 営業外収益 ※３   

１．受取利息  332 164  

２．有価証券利息  9 30  

３．受取配当金  88 132  

４．不動産賃貸収入  547 493  

５．投資事業組合収益  － 136  

６．その他  147 1,126 1.2 109 1,067 1.2

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  1,680 1,460  

２．社債利息  226 213  

３．社債発行費償却  20 56  

４．不動産賃貸費用  480 433  

５．その他  437 2,844 3.0 482 2,645 2.8

経常利益   3,478 3.8 4,604 4.8

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※１ 0 1  

２．投資有価証券売却益  429 880  

３．退職給付信託設定益  846 －  

４．その他  49 1,324 1.4 72 953 1.0

     



  

   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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
（％） 

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却除却損 ※２ 69 499  

２．投資有価証券売却損  13 48  

３．投資有価証券評価損  85 118  

４．投資有価証券解約損  748 654  

５．貸倒引当金繰入額  44 395  

６．投資損失引当金繰入額  － 554  

７．違約金  195 93  

８．減損損失 ※５ － 2,582  

９．その他  26 1,183 1.3 213 5,160 5.4

税引前当期純利益   3,619 3.9 397 0.4

法人税、住民税及び 
事業税 

 47 46  

法人税等調整額  1,535 1,582 1.7 961 1,007 1.0

当期純利益又は当期純
損失（△） 

  2,037 2.2 △   609 △0.6

前期繰越利益   1,111 2,181 

合併による未処分利益
受入額 

  1,550 － 

中間配当額   197 235 

当期未処分利益   4,501 1,336 

     



売上原価明細書 

 （注） 原価計算の方法は、プロジェクト別の個別原価計算を採用しております。 

 ※１ 無形固定資産への振替であります。 

  

  

   
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18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
（％） 

Ⅰ 材料費   14,228 17.4 10,678 12.9

Ⅱ 労務費   16,475 20.1 16,970 20.5

Ⅲ 経費    

１．外注費  41,933 40,729  

２．回線使用料  1,646 5,535  

３．機械賃借料  2,069 2,516  

４．減価償却費  1,021 1,515  

５．その他  4,504 51,174 62.5 4,902 55,198 66.6

当期売上総費用   81,878 100.0 82,847 100.0

期首仕掛品棚卸高   2,558 2,361 

合併による仕掛品受入
高 

  73 － 

合計   84,510 85,209 

期末仕掛品棚卸高   2,361 2,391 

他勘定振替高 ※１  1,200 543 

開発等損失引当金   － 605 

ソフトウェア 
(製品マスター)償却費 

  574 410 

当期売上原価   81,522 83,291 

     



③【利益処分計算書】 

  

  

  次へ 

    
前事業年度

（株主総会承認日 
平成17年６月28日） 

当事業年度 
（株主総会承認日 
平成18年６月28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  4,501 1,336 

Ⅱ 任意積立金取崩高  

１．システム保守準備金取
崩額 

 11 9

２．特別償却準備金取崩額  13 24 68 78 

合計  4,526 1,414 

Ⅲ 利益処分額  

１．配当金  236 236

２．任意積立金  

(1）特別償却準備金  108 63

(2）別途積立金  2,000 2,344 － 299 

Ⅳ 次期繰越利益  2,181 1,115 

   



重要な会計方針 

項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

満期保有目的の債券 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 同 左 

  子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 

  移動平均法による原価法 同 左 

  その他有価証券 その他有価証券 

  時価のあるもの 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） 

同 左 

  時価のないもの 時価のないもの 

  移動平均法による原価法 移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合お

よ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）につ

いては、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な最近

の決算書類を基礎とし、持分相当

額で取り込む方法によっておりま

す。 

２．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ デリバティブ 

時価法 同 左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品、仕掛品 商品、仕掛品 

個別法に基づく原価法 同 左 

  貯蔵品 貯蔵品 

  先入先出法に基づく原価法 同 左 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

定額法を採用しております。 同 左 

  (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  市場販売目的のソフトウェアについ

ては、見込有効期間（3年）における

見込販売数量に基づく償却額と販売可

能な残存有効期間に基づく均等配分額

を比較し、いずれか大きい金額を計上

しております。 

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

（5年）に基づく定額法によっており

ます。 

その他の無形固定資産については、

定額法によっております。 

同 左 

５．繰延資産の処理方法 社債発行費 社債発行費 

  3年間で毎期均等償却しておりま

す。 

同 左 



  

項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  新株発行費 ────── 

  支出時に全額費用処理しておりま

す。 

  

６．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

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おります。 

同 左 

７．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (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おりま

す。 

同 左 

  (2) 投資損失引当金 (2) 投資損失引当金 

  関係会社への投資に係る損失に備え

るため、当該会社の財政状態を勘案し

て関係会社株式について必要額を計上

しております。 

同 左 

  (3) 賞与引当金 (3) 賞与引当金 

  従業員に支給する賞与にあてるた

め、支給対象期間に応じた支給見込額

を計上しております。 

同 左 

  ────── (4) 開発等損失引当金 

    受注契約に基づく開発等のうち、当

事業年度末において将来の損失が見込

まれ、かつ、当該損失額を合理的に見

積もることが可能なものについては、

その損失見込額を計上しております。 

  (4) 退職給付引当金 (5) 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およ

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

過去勤務債務は、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（5年）による定額法により費用処

理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の

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（13年）による

定額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理すること

としております。 

同 左 



  

項目 
前事業年度

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

８．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 

９．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

  主として繰延ヘッジ処理を採用して

おります。なお、為替予約取引につい

ては振当処理の要件を満たしている場

合は振当処理を、金利スワップ取引に

ついては特例処理の要件を満たしてい

る場合は特例処理を採用しておりま

す。 

同 左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  当事業年度にヘッジ会計を適用した

ヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとお

りとなっております。 

同 左 

  
  

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ取引   借入金 

  

  (3）ヘッジ方針 (3）ヘッジ方針 

  金利スワップ取引については、金利

変動による借入債務の損失可能性を減

殺する目的で行っております。 

同 左 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ有効性の評価は、ヘッジ対象

とヘッジ手段についてそれぞれのキャ

ッシュ・フロー総額の変動額を比較し

ております。 

ただし、特例処理によっている金利

スワップについては、有効性の評価を

省略しております。 

同 左 

10．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 (1）消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 同 左 



会計処理方法の変更 

  

表示方法の変更 

  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度より、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)）および「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)を適用しております。 

この結果、経常利益は5百万円増加し、税引前当期純利

益は2,576百万円減少しております。なお、減損損失累計

額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産

の金額から直接控除しております。 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（貸借対照表） ────── 

証券取引法の改正に伴って「金融商品会計に関する実

務指針」が改正されたことにより、投資事業有限責任組

合およびこれに類する組合への出資（証券取引法第２条

第２項において有価証券とみなされるもの）について

は、前事業年度まで投資その他の資産の「出資金」に含

めて表示しておりましたが、当事業年度より投資その他

の資産の「投資有価証券」に含めて記載しております。

なお、当該金額は、当事業年度435百万円、前事業年度

477百万円であります。 

  

────── （損益計算書） 

  前事業年度において、営業外収益の「その他」に含め

ておりました「投資事業組合収益」は、当事業年度にお

いて重要性が増加したため、区分掲記することといたし

ました。なお、前事業年度の「投資事業組合収益」は59

百万円であります。 



注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度
（平成18年３月31日） 

※１ 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 
  

土地 3,523百万円

建物 4,126百万円

構築物 141百万円

機械及び装置 83百万円

計 7,874百万円

土地 3,523百万円

建物 3,955百万円

構築物 130百万円

機械及び装置 65百万円

計 7,674百万円

 上記物件について、長期借入金1,562百万円（１

年以内に返済予定のものを含む。）、長期未払金 

146百万円の担保に供しております。 

 上記物件について、長期借入金1,385百万円（１

年以内に返済予定のものを含む。）、長期未払金74

百万円の担保に供しております。 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 ※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数    普通株式  100,000,000株 

発行済株式総数  普通株式  48,224,737株 

授権株式数    普通株式  100,000,000株 

発行済株式総数  普通株式  48,224,737株 

※３ 自己株式 ※３ 自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

1,002,774株であります。 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

989,508株であります。 

 ４ 偶発債務  ４ 偶発債務 

(1）保証債務 (1）保証債務 

 下記関係会社等の金融機関からの借入に対して

債務保証を行っております。 

 下記関係会社等の金融機関からの借入に対して

債務保証を行っております。 
  

  

㈱インテック興産 265百万円

新湊ケーブルネットワーク㈱ 100百万円

計 365百万円

㈱インテック興産 140百万円

射水ケーブルネットワーク㈱
（旧 新湊ケーブルネットワー
ク㈱） 

100百万円

計 240百万円

※５ 関係会社に対する資産及び負債は、つぎのとおり

であります。（区分掲記したものを除く） 

※５ 関係会社に対する資産及び負債は、つぎのとおり

であります。（区分掲記したものを除く） 
  

受取手形 91百万円

売掛金 1,428 

前払費用 82 

短期貸付金 1,930 

その他（流動資産） 288 

敷金及び保証金 2,363 

買掛金 937 

短期借入金 2,480 

未払金 879 

未払費用 1,747 

前受金 60 

預り金 101 

前受収益 46 

長期預り金 52 

長期未払金 367 
  

売掛金 2,050百万円

前払費用 116 

短期貸付金 13,170 

その他（流動資産） 291 

敷金及び保証金 2,360 

買掛金 640 

短期借入金 3,340 

未払金 896 

未払費用 1,767 

前受金 67 

預り金 13 

前受収益 23 

長期預り金 62 

長期未払金 187 



  

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度
（平成18年３月31日） 

 ６ 資金調達力を高めるため、取引銀行６行とクレジ

ット・ファシリティ契約を締結しております。 

────── 

  
クレジット・ファシリティ契約
の総額 

7,000百万円

当期末残高 なし   

   

   

 ７ 配当制限 ６ 配当制限 

商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 商法施行規則第124条第3号に規定する純資産額 

347百万円 518百万円 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 固定資産売却益は、車両運搬具の売却によるもの

であります。 

※１ 固定資産売却益は、建物等の売却によるものであ

ります。 

※２ 固定資産売却除却損の内訳は、つぎのとおりであ

ります。 

※２ 固定資産売却除却損の内訳は、つぎのとおりであ

ります。 
  

  

機械及び装置 45百万円 

建物 19百万円 

その他の資産 5百万円 

計 69百万円＊
  

建物 245百万円 

ソフトウェア 156百万円 

その他の資産 98百万円 

計 499百万円＊

＊うち売却損は0百万円です。 ＊うち売却損は266百万円で、主なものは建物であ

ります。 

※３ 各科目に含まれている関係会社に対するものはつ

ぎのとおりであります。 

※３ 各科目に含まれている関係会社に対するものはつ

ぎのとおりであります。 

(1）営業費用 (1）営業費用 
  

外注費 17,965百万円 

材料費 6,231百万円 

その他 3,907百万円 

計 28,104百万円 

外注費 14,194百万円 

材料費 4,611百万円 

その他 3,948百万円 

計 22,754百万円 

(2）営業外収益 (2）営業外収益 
  

受取利息 323百万円 

不動産賃貸収入 353百万円 

その他 44百万円 

計 721百万円 

受取利息 154百万円 

不動産賃貸収入 288百万円 

その他 79百万円 

計 522百万円 

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費 

862百万円 869百万円 



  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※５       ────── ※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループ

について減損損失を計上しました。 

 用途 種類 場所 

事業用資産 土地及び建物 北海道札幌市 

賃貸不動産 土地及び建物 
千葉県船橋市、 
富山県富山市 

遊休資産 
土地及び建物
等 

富山県富山市 
その他 2箇所 

 当社は、事業本部、地域により、また賃貸不動産

については個別の物件ごとに資産のグルーピングを

行っております。 

継続的な地価の下落により、当社は当事業年度に

おいて、収益性が著しく低下した資産グループの帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（2,582百万円）として特別損失に計上いた

しました。その内訳といたしましては、事業用資産

348百万円（内、土地262百万円、建物86百万円）、

賃貸不動産2,112百万円（内、土地1,983百万円、建

物129百万円）、遊休資産120百万円（内、土地114

百万円、建物3百万円、その他2百万円）でありま

す。 

なお、当資産グループの回収可能価額は、正味売

却価額により測定しており、重要性の高い土地およ

び建物については不動産鑑定評価額により評価して

おります。 



（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

１．借手側 １．借手側 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額および期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額および期末残高相当

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） 

機械及び装置 4,187 1,896 2,291

工具・器具及
び備品 

242 152 89

ソフトウェア 4,332 3,266 1,065

合計 8,762 5,315 3,446

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） 

機械及び装置 4,105 1,638 2,466

工具・器具及
び備品 

20 14 6

ソフトウェア 4,457 3,887 570

合計 8,584 5,540 3,043

(2)未経過リース料期末残高相当額 (2)未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 1,484百万円

１年超 2,222百万円

合計 3,706百万円

１年内 1,229百万円

１年超 1,925百万円

合計 3,154百万円

(3)支払リース料、減価償却費相当額および支払利息

相当額 

(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額および減損損失 
  

支払リース料 1,401百万円

減価償却費相当額 1,170百万円

支払利息相当額 212百万円

支払リース料 1,576百万円

減価償却費相当額 1,420百万円

支払利息相当額 127百万円

(4)減価償却費相当額の算定方法 (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 (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 

  

  

  （減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 



  

  

  次へ 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．転貸リース取引 ２．転貸リース取引 

未経過支払リース料期末残高相当額 未経過支払リース料期末残高相当額 
  

１年内 2,089百万円

１年超 2,868百万円

合計 4,958百万円

１年内 1,823百万円

１年超 2,232百万円

合計 4,056百万円

未経過受取リース料期末残高相当額 未経過受取リース料期末残高相当額 
  

１年内 2,089百万円

１年超 2,868百万円

合計 4,958百万円

１年内 1,823百万円

１年超 2,232百万円

合計 4,056百万円

なお、転貸リース取引にかかる上記金額は、「利子

込み法」により算定しております。 

また、未経過支払リース料は、上記の借手側の注記 

なお、転貸リース取引にかかる上記金額は、「利子

込み法」により算定しております。 

また、未経過支払リース料は、上記の借手側の注記 

(2）未経過リース料期末残高相当額には含まれており

ません。 

(2）未経過リース料期末残高相当額には含まれており

ません。 

オペレーティング・リース取引に係る注記 オペレーティング・リース取引に係る注記 

未経過リース料（借手側） 未経過リース料（借手側） 
  

１年内 65百万円

１年超 33百万円

合計 98百万円

１年内 236百万円

１年超 80百万円

合計 317百万円



（有価証券関係） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

種類 

前事業年度（平成17年３月31日） 当事業年度（平成18年３月31日） 

貸借対照表計
上額 
（百万円） 

時価
（百万円） 

差額
（百万円） 

貸借対照表計
上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

子会社株式 2,703 3,543 840 2,703 3,446 743

関連会社株式 2 7 4 2 7 5

合計 2,705 3,550 845 2,705 3,454 749



（税効果会計関係） 

  

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

当事業年度
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳 

１．繰延税金資産およ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）  

未払事業税 76百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 667 

貸倒引当金損金算入限度超過額 595 

退職給付引当金 
損金算入限度超過額 

1,076 

投資有価証券評価損 477 

関係会社株式評価損 193 

投資損失引当金 1,134 

繰越欠損金 1,490 

その他 300 

繰延税金資産合計 6,013 

（繰延税金負債）   

利益処分方式積立諸準備金 △135 

退職給付信託設定に伴う計上額 △767 

その他有価証券評価差額金 △235 

繰延税金負債合計 △1,138 

繰延税金資産の純額 4,874 

（繰延税金資産）  

未払事業税 86百万円

賞与引当金損金算入限度超過額 721 

貸倒引当金損金算入限度超過額 524 

退職給付引当金 
損金算入限度超過額 

1,074 

投資有価証券評価損 317 

関係会社株式評価損 163 

投資損失引当金 1,358 

開発等損失引当金 244 

減損損失 597 

繰越欠損金 480 

その他 285 

繰延税金資産小計 5,855 

評価性引当額 △812 

繰延税金資産合計 5,042 

（繰延税金負債）   

利益処分方式積立諸準備金 △125 

退職給付信託設定に伴う計上額 △767 

その他有価証券評価差額金 △351 

繰延税金負債合計 △1,244 

繰延税金資産の純額 3,797 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 
  

  

法定実効税率 40.4％ 

（調整）  

・住民税均等割 1.3 

・交際費等の永久差異 1.5 

・その他 0.5 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

43.7 

法定実効税率 40.4％ 

（調整）  

・住民税均等割 11.6 

・交際費等の永久差異 16.3 

・評価性引当額 204.4 

・その他 △ 19.5 

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率 

253.2 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。 

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

１株当たり純資産額 1,125.52円

１株当たり当期純利益金額 49.16円

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額 

47.38円

１株当たり純資産額 1,106.02円 

１株当たり当期純損失金額 12.91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、潜在株式は存在するものの１株当たり
当期純損失であるため記載しておりません。 

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は 

１株当たり当期純損失金額 
  

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） 2,037 △609 

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又は当期純損失

（△）（百万円） 
2,037 △609 

期中平均株式数（千株） 41,432 47,200 

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） 22 － 

（うち支払利息等(税額相当額控除後)） (  22) (  －) 

普通株式増加数（千株） 2,044 － 

（うち転換社債） (2,038) (  －) 

（うち新株予約権） (  5) (  －) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

新株予約権（新株予約権の

数541個）および旧商法第280

条ノ19の規定に基づく新株引

受権（新株予約権の目的とな

る数式の数2,460,000株）。こ

れらの詳細は、「第４提出会

社の状況、１株式等の状況、

（2）新株予約権等の状況」に

記載のとおりであります。 

新株予約権（新株予約権の

数530個）および旧商法第280

条ノ19の規定に基づく新株引

受権（新株予約権の目的とな

る数式の数2,328,000株）。こ

れらの詳細は、「第４提出会

社の状況、１株式等の状況、

（2）新株予約権等の状況」に

記載のとおりであります。 



（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── 

  

当社は、平成18年５月19日開催の取締役会におい

て、インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォ

マティクス株式会社（以下「W&G」という。）と共同

して株式移転により完全親会社となる持株会社、株式

会社インテックホールディングス（以下「インテック

HD」という。）を設立することを決議し、同日、両社

は共同株式移転計画書に調印いたしました。また、当

該株式移転による持株会社設立については、平成18年

６月28日開催の第55回定時株主総会において承認され

ました。 

なお、W&Gにおきましても、平成18年６月28日開催

の臨時株主総会において、当該株式移転による持株会

社設立について承認を受けております。 

また、持株会社の設立は、法令に定める関係官庁の

承認を前提としております。 

株式移転の概要は、次のとおりであります。 

  (1) 持株会社設立の目的 

  グループ・ガバナンスをさらに強化するととも

に、IT事業の成長戦略を加速し、グループ全体の企

業価値を増大させるため。 

  (2) 株式移転の方法 

  会社法第772条に定める株式移転の方法により、

共同して完全親会社となる持株会社を設立し、当社

およびW&Gはその完全子会社となります。 

  (3) 株式移転をなすべき時期 

  本株式移転をなすべき期日（株式移転期日）は平

成18年10月２日とします。 

  (4) 株式移転比率 

  インテックHDは、株式移転期日の前日の最終の当

社およびW&Gのそれぞれの株主名簿（実質株主名簿

を含む）に記載または電磁的に記録された普通株主

に対して、その所有する当社普通株式1株に対しイ

ンテックHDの普通株式1株を、W&G普通株式1株に対

しインテックHDの普通株式160株をそれぞれ割り当

てます。 

  (5) 株式移転交付金 

  株式移転交付金の支払いは行いません。 

  (6) 株式移転後における上場に関する事項 

  新設する持株会社（インテックHD）が東京証券取

引所に株式の上場を申請する予定です。 

インテックHD株式の上場日は、株式移転期日の平

成18年10月２日を予定しております。また、完全子

会社となるインテックおよびW&Gの株式は、平成18 

年９月26日に上場廃止となる予定です。 



  

  

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当事業年度
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (7) 新会社（持株会社）の概要 

  ①商号    株式会社インテックホールディングス 

(英文名INTEC Holdings, Ltd.） 

②事業内容  グループ全体の収益向上を図るための

戦略的経営計画の立案・実行、事業子

会社の業務遂行の支援および管理 

③本店所在地 富山県富山市牛島新町５番５号 

④資本金   100億円 

  (8) 共同して持株会社を設立するW&Gの概要 

  平成17年12月31日現在および平成17年12月期 

  商号 インテック・ウェブ・アンド・ゲ
ノム・インフォマティクス株式会
社 

事業内容 バイオインフォマティクス事業、
ウェブ事業、アドバンストリサー
チ事業 

本店所在地 東京都江東区新砂一丁目３番３号 

代表者 代表取締役社長 後呂 光義 

資本金 1,396百万円 

発行済株式
総数 

19,200株 

従業員数 94名 

営業利益、
当期純利益 

営業利益    107百万円 
当期純利益    57百万円 

資産、資本
の状況 

総資産    3,327百万円 
純資産    2,717百万円 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

  

【債券】 

  

【その他】 

  

  

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他
有価証
券 

㈱アット東京 38,000 1,900 

㈱富山第一銀行 1,000,803 614 

㈱北國銀行 1,001,440 559 

㈱ほくほくフィナンシャルグループ 750,000 387 

コスモ石油㈱ 500,000 308 

三菱電機㈱ 300,000 299 

ユニバーサルソリューションシステムズ㈱ 2,400 240 

北陸通信ネットワーク㈱ 2,300 230 

㈱みずほフィナンシャルグループ
（優先株式） 

200 200 

㈱廣貫堂 400,000 200 

㈱チューリップテレビ 4,000 200 

その他（84銘柄） 1,728,805.722 1,791 

小計 5,727,948.722 6,931 

計 5,727,948.722 6,931 

銘柄 券面総額
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

満期保
有目的
の債券 

DEUTSCHE BANK AG LONDON US$3,400,000 399 

小計 － 399 

その他有
価証券 

IBJ PREFERRED CAP CO LLC US$2,600,000 324 

小計 － 324 

計 － 724 

種類及び銘柄 投資口数等
貸借対照表計上額 
（百万円） 

投資有価証
券 

その他
有価証
券 

(国内投資信託) 

証券投資信託受益証券（1銘柄） 100,000,000口 105 

(投資事業有限責任組合等) 

インテック・アイティ投資事業有限責
任組合 

6口 359 

投資事業有限責任組合等（3銘柄） 14口 140 

投資事業有限責任組合等（1銘柄） US$444,625.51 7 

小計 － 612 

計 － 612 



【有形固定資産等明細表】 

（注）１．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

２．当期増加額および当期減少額の主なものは、以下のとおりであります。 

  

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） 

有形固定資産   

建物 24,096 364  
1,368 
(219) 

23,092 10,556 677  12,535 

構築物 621 － 
85 
(2) 

536 312 25  223 

機械及び装置 6,790 505  711 6,584 4,315 673  2,269 

車両運搬具 174 8  56 125 89 14  36 

工具・器具及び備品 1,011 59  99 971 722 39  248 

土地 14,283 15  
2,751 
(2,359) 

11,547 － － 11,547 

建設仮勘定 0 814  3 812 － － 812 

有形固定資産計 46,979 1,767  
5,075 
(2,582) 

43,670 15,996 1,429  27,674 

無形固定資産   

借地権 347 － － 347 － － 347 

商標権 16 － － 16 8 1  8 

電話施設利用権 1,071 2  
0 
(0) 

1,074 149 29  925 

ソフトウェア 7,245 708  720 7,233 4,950 842  2,283 

無形固定資産計 8,681 711  
720 
(0) 

8,672 5,108 872  3,563 

長期前払費用 869 34  147 756 574 79  181 

繰延資産   

社債発行費 60 108  － 168 76 56  92 

繰延資産計 60 108  － 168 76 56  92 

  資産の種類 内容 金額（百万円） 

増加 

建物 
大阪ビル空調設備等改修工事 111 

横浜ビル空調設備等改修工事 162 

機械及び装置 
アウトソーシングサービス用汎用機 184 

ネットワーク事業用通信機器、コンピュータ及び周辺機器等 320 

建設仮勘定 富山新ビル建設 810 

減少 
建物 京葉ビル売却 1,015 

土地 京葉ビル売却 391 



【資本金等明細表】 

（注）１．当期末における自己株式数は989,508株であります。 

２．当期増加額および当期減少額は、前期決算の利益処分によるものであります。 

  

【引当金明細表】 

（注）貸倒引当金の当期減少額（その他）は洗替による戻入額であります。 

  

  

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） 20,455 － － 20,455

資本金のうち
既発行株式 

普通株式 
（注）１ 

（株） (48,224,737) (－) (－) (48,224,737)

普通株式 （百万円） 20,455 － － 20,455

計 （株） (48,224,737) (－) (－) (48,224,737)

計 （百万円） 20,455 － － 20,455

資本準備金及
びその他資本
剰余金 

（資本準備金）    

株式払込剰余金 （百万円） 16,585 － － 16,585

合併差益   1,911 － － 1,911

（その他資本剰余金）    

資本準備金減少差益 （百万円） 4,996 － － 4,996

自己株式処分差益 （百万円） 0 40 － 40

計 （百万円） 23,493 40 － 23,534

利益準備金及
び任意積立金 

（利益準備金） （百万円） 9 － － 9

（任意積立金）    

システム保守準備金 
（注）２ 

（百万円） 49 － 11 37

特別償却準備金 
（注）２ 

（百万円） 67 108 13 162

別途積立金 
（注）２ 

（百万円） 5,001 2,000 － 7,001

計 （百万円） 5,127 2,108 24 7,210

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額
（百万円） 

当期減少額
（目的使用） 
（百万円） 

当期減少額
（その他） 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

貸倒引当金    （注） 1,858 1,614 729 1,128 1,614

投資損失引当金 2,809 554 － － 3,363

賞与引当金 1,652 1,785 1,652 － 1,785

開発等損失引当金 － 605 － － 605



(2）【主な資産及び負債の内容】 

①流動資産 

ａ．現金及び預金 

  

ｂ．受取手形 

(イ）相手先別内訳 

  

(ロ）期日別内訳 

  

区分 金額（百万円）

現金 － 

預金 

当座預金 7 

普通預金 3,928 

小計 3,936 

合計 3,936 

相手先 金額（百万円）

㈱ベンチャー・リンク 141 

日本ピーマック㈱ 35 

㈱マーナーコスメチックス 29 

ホーユー㈱ 19 

大栄建材㈱ 17 

その他 100 

合計 344 

期日別 金額（百万円）

平成18年４月 60 

５月 134 

６月 87 

７月 45 

８月 5 

９月 10 

合計 344 



ｃ．売掛金 

(イ）相手先別内訳 

  

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

（注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

  

ｄ．商品 

  

ｅ．仕掛品 

  

相手先 金額（百万円）

ニッセイ情報テクノロジー㈱ 1,189 

㈱インテックリース 948 

三菱電機情報ネットワーク㈱ 754 

日本アイ・ビー・エム㈱ 612 

富山県 565 

その他 15,465 

合計 19,535 

前期繰越高 
（百万円） 

当期発生高 
（百万円） 

当期回収高 
（百万円） 

次期繰越高
（百万円） 

回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D)
(C) 

───── 
(A) ＋ (B)

× 100

(A) ＋ (D) 
───── 
２ 

────── 
(B) 

───── 
365 

18,985 100,800 100,250 19,535 83.7％ 69.7日 

品名 金額（百万円）

小型コンピュータ 416 

パソコン用汎用ソフトウェア 97 

小型通信機器 8 

パソコン用消耗品 4 

その他 69 

合計 596 

品名 金額（百万円）

ソフトウェア開発受注 2,270 

情報通信工事 10 

その他 110 

合計 2,391 



ｆ．貯蔵品 

  

ｇ．短期貸付金 

  

②固定資産 

ａ．関係会社株式 

  

品名 金額（百万円）

シート・カード 51 

会社案内・印刷物 38 

コンピュータ用消耗品 5 

その他 17 

合計 112 

相手先 金額（百万円）

㈱インテックリース 13,000 

イーソリューションズ㈱ 120 

㈱インテック・ネットコア 50 

従業員 1 

合計 13,171 

銘柄 金額（百万円）

子会社株式 

㈱マイシティ 26,000 

㈱インテックリース 12,000 

インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマ
ティクス㈱ 

2,703 

㈱インテック興産 1,799 

㈱アイ・ユー・ケイ 874 

その他（9社） 995 

小計 44,372 

関連会社株式 

イーソリューションズ㈱ 451 

㈱INTEC LG CNS 222 

ビーソリューションズ㈱ 142 

㈱新川インフォメーションセンター 84 

㈱アサヒ・インテック 20 

その他（2社） 17 

小計 939 

合計 45,311 



ｂ．関係会社長期貸付金 

  

③流動負債 

ａ．支払手形 

(イ）相手先別内訳 

  

(ロ）期日別内訳 

  

ｂ．買掛金 

  

相手先 金額（百万円）

㈱インテックリース 7,350 

㈱マイシティ 288 

合計 7,638 

相手先 金額（百万円）

ダイワボウ情報システム㈱ 191 

㈱横山商会 108 

トッパン・フォームズ㈱ 103 

三菱電機ビルテクノサービス㈱ 78 

伊藤忠テクノサイエンス㈱ 71 

その他 420 

合計 974 

期日別 金額（百万円）

平成18年４月 292 

５月 423 

６月 255 

７月 1 

８月 0 

合計 974 

相手先 金額（百万円）

㈱アイ・ユー・ケイ 602 

富士通㈱ 377 

西日本電信電話㈱ 221 

富士通サポートアンドサービス㈱ 126 

ダイワボウ情報システム㈱ 124 

その他 947 

合計 2,400 



ｃ．短期借入金 

  

ｄ．未払費用 

  

ｅ．設備支払手形 

(イ）相手先別内訳 

  

(ロ）期日別内訳 

  

相手先 金額（百万円）

㈱富山第一銀行 2,700 

㈱みずほコーポレート銀行 2,000 

㈱北國銀行 1,700 

㈱福井銀行 1,400 

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 1,200 

インテック・ウェブ・アンド・ゲノム・インフォマテ
ィクス㈱ 

1,200 

その他 2,940 

合計 13,140 

相手先 金額（百万円）

㈱インテック ソリューション パワー 673 

㈱高志インテック 350 

㈱アイ・ユー・ケイ 263 

ＮＴＴコミュニケーションズ㈱ 171 

富士ゼロックスシステムサービス㈱ 164 

その他 5,008 

合計 6,631 

相手先 金額（百万円）

住商情報システム㈱ 42 

伊藤忠テクノサイエンス㈱ 3 

日商エレクトロニクス㈱ 2 

その他 0 

合計 48 

期日別 金額（百万円）

平成18年４月 25 

５月 10 

６月 12 

合計 48 



④固定負債 

内訳は「１．連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ⑤連結附属明細表 社債明細表」を参照ください。 

  

ｂ．長期借入金 

（注） （ ）内金額は内数であり、１年以内に返済期限が到来するものであります。貸借対照表上では、流動負債の部に計上し

ております。 

  

(3）【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

ａ．社債 9,000百万円 

相手先 金額（百万円）

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 
12,518 
(2,814) 

㈱北國銀行 
6,815 
(1,660) 

㈱福井銀行 
5,622 
(1,062) 

㈱富山第一銀行 
4,070 
(1,020) 

㈱みずほコーポレート銀行 
4,068 
(1,621) 

その他 
16,910 
(5,198) 

合計 
50,004 
(13,375) 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

  

（注）１．野村證券株式会社本店および全国各支店では同社所定の手続きを要します。 

２．平成18年６月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更を決議し、公告の方法を電子公告とし、やむを得ない事由

により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行うことといたしました。（公告掲載

URL：http://www.intec.co.jp/pn/） 

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株券 1,000株券 10,000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ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社本店及び全国各支店
野村證券株式会社本店及び全国各支店（注）１ 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 １枚につき250円

株券喪失登録手数料 １件につき3,150円

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ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社本店及び全国各支店
野村證券株式会社本店及び全国各支店（注）１ 

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 

公告掲載方法（注）２ 日本経済新聞

株主に対する特典 該当事項はありません。



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、親会社等はありません。 

  

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おります。 

 (１）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第54期）（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日）平成17年６月28日関東財務局長に提出 

  

 (２）半期報告書 

（第55期中 自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日）平成17年12月19日関東財務局長に提出 

  



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

  

 該当事項はありません。 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成17年６月28日

株式会社インテック     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 大村 啓三  印 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 蔵島 大造  印 

 当監査法人は、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」に掲げられている株

式会社インテックの平成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、当監査法人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。 

 当監査法人は、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、

当監査法人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。当監査法人は、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。 

 当監査法人は、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、

株式会社インテック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。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成18年６月28日

株式会社インテック     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 大村 啓三  印 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 蔵島 大造  印 

 当監査法人は、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」に掲げられている株

式会社インテックの平成17年４月１日から平成18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、当監査法人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。 

 当監査法人は、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、

当監査法人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。当監査法人は、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。 

 当監査法人は、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、

株式会社インテック及び連結子会社の平成18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 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から固

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。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形

で別途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成17年６月28日

株式会社インテック     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 大村 啓三  印 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 蔵島 大造  印 

 当監査法人は、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」に掲げられている株

式会社インテックの平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第54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、

当監査法人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。 

 当監査法人は、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、

当監査法人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。当監査法人は、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。 

 当監査法人は、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、株式

会社インテックの平成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。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別

途保管しております。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

独立監査人の監査報告書 

    平成18年６月28日

株式会社インテック     

  取締役会 御中   

  新日本監査法人   

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 大村 啓三  印 

  
指定社員 

業務執行社員

  
  
公認会計士 蔵島 大造  印 

 当監査法人は、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」に掲げられている株

式会社インテックの平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第55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、

当監査法人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。 

 当監査法人は、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、

当監査法人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。当監査法人は、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。 

 当監査法人は、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、株式

会社インテックの平成18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。 

追記情報 

 会計処理方法の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度から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財務諸表を作成している。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上

上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別

途保管しております。 
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