
第 52 期 

計 算 書 類 

自 20 2 0 年 ４ 月 １ 日 

至 2021 年 ３ 月 31 日 

株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 



（単位:千円）

金額 金額

流動資産 28,354,681 流動負債 11,274,236

現金及び預金 10,797,907 買掛金 5,593,970

受取手形 3,706 リース債務 197,713

売掛金 15,262,178 未払金 1,242,440

有価証券 500,000 未払費用 607,424

未成工事支出金 804,586 未払法人税等 141,226

仕掛品 362,162 未払消費税等 685,589

原材料及び貯蔵品 83,924 未成工事受入金 34,165

前払費用 421,886 前受金 54,407

その他 125,180 預り金 167,468

貸倒引当金 △ 6,850 前受収益 604

固定資産 14,360,251 賞与引当金 2,509,122

有形固定資産 5,910,318 閉鎖損失引当金 11,783

建物 1,422,734 工事損失引当金 319

構築物 2,565 完成工事補償引当金 28,000

機械装置 1,377,115

車両運搬具 14,560 固定負債 6,085,918

工具器具備品 680,889 リース債務 491,965

土地 1,851,722 退職給付引当金 5,587,856

リース資産 554,176 資産除去債務 1,993

建設仮勘定 6,554 その他 4,101

無形固定資産 1,243,696 負債合計 17,360,155

電話加入権 21,380

商標権 3,712 株主資本 25,308,826

ソフトウェア 986,457 資本金 680,000

ソフトウェア仮勘定 231,645 利益剰余金 24,628,826

リース資産 499 利益準備金 170,000

投資その他の資産 7,206,237 その他利益剰余金 24,458,826

投資有価証券 2,615,137 事業維持積立金 15,850,000

差入保証金 770,780 事業基盤整備積立金 3,500,000

長期未収入金 103,456 次期基幹システム等整備積立金 1,200,000

長期前払費用 16,130 繰越利益剰余金 3,908,826

繰延税金資産 2,865,071 評価・換算差額等 45,951

その他 946,447 その他有価証券評価差額金 45,951

貸倒引当金 △ 110,786 純資産合計 25,354,778

資産合計 42,714,933 負債・純資産合計 42,714,933

（純資産の部）

貸借対照表
（2021年３月31日現在）

科目 科目

（資産の部） （負債の部）
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（単位:千円）

売上高

完成工事高 14,804,950

メディア技術事業売上高 19,573,198

その他の事業売上高 24,844,521 59,222,669

売上原価

完成工事原価 12,577,034

メディア技術事業売上原価 18,559,943

その他の事業売上原価 22,989,843 54,126,821

売上総利益 5,095,847

販売費及び一般管理費 4,430,978

営業利益 664,869

営業外収益

受取利息 10,595

受取配当金 122,456

その他 115,128 248,179

営業外費用

支払利息 9,706

その他 30,596 40,302

経常利益 872,746

特別利益

固定資産売却益 1,346

投資有価証券売却益 1,680 3,027

特別損失

固定資産売却損 10,123

減損損失 47,917

固定資産除却損 19,805

閉鎖損失引当金繰入 11,783

その他 3,776 93,406

税引前当期純利益 782,366

法人税、住民税及び事業税 187,717

法人税等調整額 59,578 247,296

当期純利益 535,070

損益計算書
（自2020年４月１日　至2021年３月31日）

科目 金額
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株主資本等変動計算書
（自2020年４月１日　至2021年３月31日）

（単位：千円）
株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

事業維持
積立金

事業基盤整備
積立金

次期基幹システム
等整備積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 680,000 170,000 15,850,000 2,200,000 1,200,000 4,673,756 24,093,756 24,773,756

当期変動額

当期純利益 535,070 535,070 535,070

事業基盤整備積立金の
積立

1,300,000 △ 1,300,000 ─ ─ 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ─ ─ ─ 1,300,000 ─ △ 764,929 535,070 535,070

当期末残高 680,000 170,000 15,850,000 3,500,000 1,200,000 3,908,826 24,628,826 25,308,826

評価・換算差額等

当期首残高 33,523 33,523 24,807,279

当期変動額

当期純利益 535,070

事業基盤整備積立金の
積立

─ 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

12,428 12,428 12,428

当期変動額合計 12,428 12,428 547,498

当期末残高 45,951 45,951 25,354,778

資本金 利益剰余金
合計

株主資本合計

純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

利益準備金
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個 別 注 記 表 

1. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 …… 償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの …… 移動平均法による原価法 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金 …… 個別法による原価法 

仕掛品 …… 個別法による原価法 

（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法） 

原材料及び貯蔵品 …… 先入先出法による原価法 

（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法） 

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに 2016

年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によってお

ります。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～50 年 

機械装置 ２～８年 

工具器具備品 ２～20 年 

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づいております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
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(3) 引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担する金額

を計上しております。 

③ 閉鎖損失引当金 

事務所閉鎖等に伴い発生する損失に備えるため、合理的に見込まれる廃棄物処理費

用等の損失見込額を計上しております。 

④ 工事損失引当金 

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における未引渡工事の損失

見込額を計上しております。 

⑤ 完成工事補償引当金 

完成工事に係る契約不適合責任に基づき要する費用に備えるため、過去の実積率を

基礎として計上しております。特定物件については、個別見積により計上しており

ます。 

⑥ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

a. 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰

属させる方法については、期間定額基準によっております。 

b. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

数理計算上の差異については、発生の翌事業年度に一括費用処理しております。 

過去勤務費用については、その発生時に一括費用処理しております。 

 

(4) 収益及び費用の計上基準 

完成工事高及び受注制作のソフトウェア取引等に係る売上高及び売上原価について、当

事業年度末までの進捗部分についての成果の確実性が認められる場合は工事進行基準

（工事進捗度の見積りは原価比例法）を、その他については工事完成基準を適用してお

ります。 

 

(5) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 
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3. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 11,060,736 千円 

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

金銭債権 9,891,045 千円 

金銭債務 17,540 千円 

(3) 保険金等で取得した直接減額方式による資産の圧縮記帳額

機械装置 1,021 千円

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引

売上高 

仕入高 

販売費及び一般管理費 

営業取引以外の取引 

43,824,288千円 

54,708 千円 

3,574 千円 

76,001 千円 

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度末における発行済株式の種類及び数

普通株式 1,256,935 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度末後となるもの

決議 株式の種類 配当の

原資 

配当金の総額 

（千円） 

１株当たりの 

配当額（円） 

基準日 効力発生日 

2 0 2 1 年 ６ 月 3 0 日 

定時株主総会 
普通株式 

利益 

剰余金 
270,241 215 

2021 年 

３月 31 日 

2021 年 

６月 30 日 
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6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産 

退職給付引当金 1,711,001 千円 

賞与引当金 768,293 千円 

賞与引当金に係る社会保険料 118,176 千円 

減価償却費 105,695 千円 

資産除去債務 98,582 千円 

貸倒引当金 38,010 千円 

未払事業税 29,549 千円 

減損損失 24,626 千円 

未払事業所税 12,213 千円 

その他 47,928 千円 

繰延税金資産小計 2,954,078 千円 

評価性引当額 △ 60,738 千円

繰延税金資産合計 2,893,340 千円 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 19,588 千円 

その他 8,679 千円 

繰延税金負債合計 28,268 千円 

繰延税金資産の純額 2,865,071 千円 

7. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については安全性を重視したものに限定し、また、資金調達につ

いては原則として、必要資金を自己資金により充当する方針であります。

② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当

該リスクに関しては、当社の経理規程の定めに従い、取引先ごとの期日管理及び残

高管理を行うとともに、主な取引先の与信状況を随時把握する体制としております。 

営業債務である買掛金は一年以内の支払期日であります。

また、営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社では月次で資金計画を

作成するなどの方法により管理しております。資金運用管理については取引権限を

定めた社内規程に従って行っております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

2021 年３月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の

とおりであります。

（単位:千円） 

区分 貸借対照表計上額 時価 差額 

① 現金及び預金 10,797,907 10,797,907 ─  

② 受取手形及び売掛金 15,265,885 15,265,885 ─  

③ 有価証券及び投資有価証券

満期保有目的の債券 2,600,000 2,598,405 △1,595

その他有価証券 67,522  67,522  ─

④ 買掛金 （5,593,970） （5,593,970） ─ 

負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。 

（注）１． 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項 

① 現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと

から、当該帳簿価額によっております。

② 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと

から、当該帳簿価額によっております。

③ 有価証券及び投資有価証券

これらの時価については、取引所の価格又は取引金融機関から提示さ

れた価格によっております。

④ 買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいこと

から、当該帳簿価額によっております。

２． 非上場株式（貸借対照表計上額 447,614 千円）は、市場価格がなく、かつ将

来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極

めて困難と認められるため、「③有価証券及び投資有価証券 その他有価証

券」には含めておりません。 
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8. 賃貸等不動産に関する注記 

当社は、東京都において、オフィスビル一棟を所有しております。当該ビルの一部について

は、当社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としており

ます。 

上記の賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する貸借対照表計上額及び時

価は次のとおりであります。 

 （単位:千円） 

貸借対照表計上額 当事業年度末の時価 

1,757,363 2,050,000 

（注）１． 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額

であります。 

２． 当事業年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であ

ります。 

 

9. 関連当事者との取引に関する注記 

取引の内容 

（単位:千円） 

種類 会社等の

名称 

議決権の所有 

（被所有）割合 

関連当事者と

の関係 

取引の内容 取引金額 

（注）３ 

科目 期末残高 

（注）３ 

親会社 日本放送 

協会 

被所有 

直接 70.5% 

間接 25.0% 

役員の兼任 

４人 

委 託 に よ

る 番 組 技

術業務、情

報 シ ス テ

ム運用・開

発、放送通

信工事他 

（注）１ 

43,824,288 売掛金 9,890,512 

親会社の 

子会社 

㈱ＮＨＫ 

エンター 

プライズ 

被所有 

直接 5.4% 

所有 

直接 3.7% 

役員の兼任 

１人 

委 託 に よ

る 番 組 技

術業務他 

（注）１ 

3,181,538 売掛金 773,647 

親会社の 

子会社 

㈱ＮＨＫ 

ビジネス 

クリエイト 

被所有 

直接 1.0% 

所有 

直 接 11.2% 

─ 建物の賃借

（注）２ 

775,285 差入保証金 

前払費用 

820,468 

 65,050 
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取引条件及び取引条件の決定方針 

（注）１． 委託業務につきましては、日本放送協会が定める「業務委託基準」に則り、

「社会的に公正かつ妥当な」金額で実施しております。 

委託業務以外につきましては、市場価格及び総原価を勘案して、当社希望

価格を提示し、価格交渉の上、価格を決定しております。 

２． ㈱ＮＨＫビジネスクリエイトから提示された金額をもとに価格交渉の上、

価格を決定しております。 

３． 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含め

ております。 

10.１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 20,171 円 90 銭 

(2) １株当たり当期純利益 425 円 69 銭 

11.重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

12.その他の注記

記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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