
第 53 期 

計  算  書  類 

自 2021 年 4 月  1 日 

至 2022 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 27,839,803 流動負債 9,934,358

現金及び預金 11,994,729 買掛金 4,684,602

受取手形 38,296 契約負債 97,055

売掛金 13,437,443 リース債務 214,340

契約資産 1,060,175 未払金 1,216,258

有価証券 300,000 未払費用 663,000

未成工事支出金 64,992 未払法人税等 96,511

仕掛品 280,772 未払消費税等 546,288

原材料及び貯蔵品 78,601 前受金 209

前払費用 361,685 預り金 131,374

その他 229,270 前受収益 690

貸倒引当金 △ 6,164 賞与引当金 2,248,754

固定資産 12,820,648 閉鎖損失引当金 17,270

有形固定資産 5,094,461 完成工事補償引当金 18,000

建物 1,281,877

構築物 2,173 固定負債 5,175,001

機械装置 998,965 リース債務 470,159

車両運搬具 8,738 退職給付引当金 4,700,704

工具器具備品 486,873 資産除去債務 574

土地 1,851,722 その他 3,562

リース資産 464,110

無形固定資産 1,451,447 負債合計 15,109,360

電話加入権 20,908

商標権 3,243 株主資本 25,482,084

ソフトウェア 1,351,955 資本金 680,000

ソフトウェア仮勘定 71,731 利益剰余金 24,802,084

リース資産 3,607 利益準備金 170,000

投資その他の資産 6,274,739 その他利益剰余金 24,632,084

投資有価証券 1,798,481 事業維持積立金 18,350,000

差入保証金 850,844 事業基盤整備積立金 3,400,000

長期未収入金 103,096 次期基幹システム等整備積立金 1,200,000

長期前払費用 10,230 繰越利益剰余金 1,682,084

繰延税金資産 2,567,035 評価・換算差額等 69,007

その他 1,055,478 その他有価証券評価差額金 69,007

貸倒引当金 △ 110,426 純資産合計 25,551,091

資産合計 40,660,451 負債・純資産合計 40,660,451

（純資産の部）

貸借対照表
（2022年３月31日現在）

科目 科目

（資産の部） （負債の部）



（単位:千円）

売上高

完成工事高 10,527,831

メディア技術事業売上高 20,525,522

その他の事業売上高 22,480,476 53,533,829

売上原価

完成工事原価 9,486,813

メディア技術事業売上原価 18,734,917

その他の事業売上原価 20,168,546 48,390,277

売上総利益 5,143,552

販売費及び一般管理費 4,124,653

営業利益 1,018,899

営業外収益

受取利息 8,371

受取配当金 90,385

その他 55,384 154,141

営業外費用

支払利息 13,155

その他 32,773 45,929

経常利益 1,127,111

特別利益

固定資産売却益 563

閉鎖損失引当金戻入益 2,506 3,069

特別損失

固定資産売却損 8,114

減損損失 168,268

固定資産除却損 19,455

閉鎖損失引当金繰入 17,270

その他 9,678 222,787

税引前当期純利益 907,394

法人税、住民税及び事業税 18,428

法人税等調整額 282,383 300,812

当期純利益 606,582

損益計算書
（自2021年４月１日　至2022年３月31日）

科目 金額



株主資本等変動計算書
（自2021年４月１日　至2022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 3,500,000 1,200,000 3,908,826 24,628,826

会計方針の変更
による累積的影響

12,157 12,157

会計方針の変更を反映
した当期首残高

680,000 170,000 15,850,000 3,500,000 1,200,000 3,920,983 24,640,983

当期変動額

剰余金の配当 △ 270,241 △ 270,241

当期純利益 606,582 606,582

事業維持積立金の積立 2,500,000 △ 2,500,000 ─ 

事業基盤整備積立金の
積立

1,200,000 △ 1,200,000 ─ 

事業基盤整備積立金の取
崩

△ 1,300,000 1,300,000 ─ 

自己株式の取得

自己株式の消却 △ 175,240 △ 175,240

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ─ ─ 2,500,000 △ 100,000 ─ △ 2,238,899 161,100

当期末残高 680,000 170,000 18,350,000 3,400,000 1,200,000 1,682,084 24,802,084

株主資本 評価・換算差額等

当期首残高 ─ 25,308,826 45,951 45,951 25,354,778

会計方針の変更
による累積的影響

12,157 12,157

会計方針の変更を反映
した当期首残高

─ 25,320,983 45,951 45,951 25,366,935

当期変動額

剰余金の配当 △ 270,241 △ 270,241

当期純利益 606,582 606,582

事業維持積立金の積立 ─ ─ 

事業基盤整備積立金の
積立

─ ─ 

事業基盤整備積立金の取
崩

─ ─ 

自己株式の取得 △ 175,240 △ 175,240 △ 175,240

自己株式の消却 175,240 ─ ─ 

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

23,055 23,055 23,055

当期変動額合計 ─ 161,100 23,055 23,055 184,156

当期末残高 ─ 25,482,084 69,007 69,007 25,551,091

資本金 利益剰余金
合計

自己株式 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



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 

市場価格のない 

株式等以外のもの 

…… 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） 

市場価格のない 

株式等 

…… 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



(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 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。

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

当社は、メディア技術、ファシリティ技術、デジタル開発技術の事業を営んでおり、各

事業の主な財又はサービスの種類は以下のとおりであります。

事業 主な財又はサービスの種類 

メディア技術 放送番組の制作、送出に係る技術業務 

ファシリティ技術 放送、通信、情報ネットワーク設備構築、スタジオ、多目的

ホール及び音響設備などのコンサルティングや施工、運用、

保守業務 

デジタル開発技術 情報システムの開発、運用、保守業務 

情報システム及びネットワークのセキュリティ業務 

コンテンツ制作及び送出システム構築のコンサルティン

グ、設計、施工、運用、保守業務 



保守契約は、契約期間にわたり保守を実行し、その期間に応じて収益を計上しておりま

す。 

一定の要件を満たす工事請負契約等は、進捗度を合理的に測定できる場合には、当該進

捗度に応じて収益を計上し、進捗度を合理的に測定できない場合には、原価回収基準を

適用しております。 

その他については、契約上の条件を履行した時点に収益を計上しております。 

(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。

3. 会計方針の変更に関する注記

（収益認識に関する会計基準の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認

識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財またはサービスの

支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額

で収益を認識することといたしました。 

工事契約等に係る収益認識 

一定期間にわたり履行義務が充足される工事契約等については、従来は、履行義務の

充足に係る進捗度を合理的に見積もることができる時まで収益を認識しておりませ

んでしたが、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発

生する費用を回収できることが見込まれる場合は、原価回収基準により収益を認識す

る方法に変更しております。 

 収益認識会計基準等の適用については収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経

過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場

合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな

会計方針を適用しております。この結果、利益剰余金の当期期首残高は 12,157 千円増加

しております。 

 なお、収益認識会計基準等の適用が当事業年度の売上高、売上総利益、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。 

（時価の算定に関する会計基準の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算

定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び

「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第 10 号 2019 年７月４日）第 44-２項に定

める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわ

たって適用することといたしました。これによる計算書類に与える影響はありません。 



4. 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 11,411,414 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 7,782,119 千円 

金銭債務 29,174 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

5. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引

売上高 38,255,489 千円 

仕入高 59,445 千円 

販売費及び一般管理費 1,977 千円 

営業取引以外の取引 6,376 千円 

6. 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 1,249,814 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

決  議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たりの配

当額（円） 
基 準 日 効力発生日 

2021 年 

6 月 30 日 

定時株主総会 

普通株式 270,241 215 
2021 年 

3 月 31 日 

2021 年 

6 月 30 日 

② 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 

2022 年 

6 月 22 日 

定時株主総会 

普通株式 
利益 

剰余金 
422,437 338 

2022 年 

3 月 31 日 

2022 年 

6 月 23 日 



7. 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 1,439,355 千円 

賞与引当金 688,568 千円 

賞与引当金に係る社会保険料 106,089 千円 

繰越欠損金 151,644 千円 

減損損失 65,705 千円 

資産除去債務 54,886 千円 

減価償却費 41,733 千円 

貸倒引当金 35,700 千円 

未払事業所税 26,729 千円 

未払事業税 12,008 千円 

その他 37,089 千円 

繰延税金資産小計 2,659,511 千円 

評価性引当額 △ 59,686 千円

繰延税金資産合計 2,599,824 千円 

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 30,278 千円 

その他 2,510 千円 

繰延税金負債合計 32,789 千円 

繰延税金資産の純額 2,567,035 千円 

8. 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。



(2) 金融商品の時価等に関する事項

2022 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。また、現金は注記を省略しており、預金、売掛金及び買掛金は短期

間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。

（単位:千円） 

区    分 貸借対照表計上額 時  価 差  額 

有価証券及び投資有価証券 

満期保有目的の債券 1,550,000 1,550,330 330 

その他有価証券 81,609 81,609 ─  

（注 1） 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重

要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整

の）相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察

可能なインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した

時価 

有価証券及び投資有価証券 

上場株式及び社債は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活

発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分類して

おります。一方で、社債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場におけ

る相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類し

ております。 

（注 2） 市場価格のない株式 

非上場株式 貸借対照表計上額 466,871 千円 

これらについては、「その他有価証券」には含めておりません。 



9. 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 

1,736,284 1,920,000 

（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。 

（注 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。 

10.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 70.9% 

間 接 24.5% 

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） 

38,255,489 売掛金 7,781,054 

親会社

の 

子会社 

㈱ＮＨＫ 

エンター

プライズ 

被所有 

直 接  5.5% 

所有 

直 接  3.8% 

役員の兼任 

１人 

委託による番組

技術業務他 

（注 1） 

3,560,287 売掛金 705,843 

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 11.3% 

─ 建物の賃借（注 2） 758,382 差入保証金 

前払費用 

785,731 

68,712 

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。 

（注 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。 

（注 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。 



11.１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 20,443 円 91 銭 

(2) １株当たり当期純利益 483 円 03 銭 

12.重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

13.収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報は「2.重要な会計方針に係る事項に関する注記 (4)収

益及び費用の計上基準」に記載の通りであります。

14.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。



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

２０２２年５月２６日

株式会社ＮＨＫテクノロジーズ

取 締 役 会  御 中

東 京 事 務 所

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 伊 澤 賢 司

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
公認会計士 白 取 一 仁

監査意見

 当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＮＨＫテクノロ

ジーズの２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第５３期事業年度の計算書類、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属

明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

 当監査法人は、上記の計算書類等が、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、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての

重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

 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。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社

から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

 その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載

内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の

報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に

おいて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に

重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載

内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

EY新日本有限責任監査法人



計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、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

計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽

表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を

整備及び運用することが含まれる。

 計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、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

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する

責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において

独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に

より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、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従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断に

よる。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは

ないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案する

ために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は

状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を

喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、

計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、

監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の

表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して

いるかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で

求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

 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



監 査 報 告 書 

 

当監査役会は、２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第５３期事業年度

の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監

査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

 

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容 

（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況およ

び結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状

況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分

担等に従い、インターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査室

その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めると

ともに、以下の方法で監査を実施しました。 

 

① 取締役会その他重要な会議にインターネット等を経由した手段も活用しながら出

席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に

応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所に関して

業務および財産の状況を調査いたしました。 

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合すること

を確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものと

して会社法施行規則第 100 条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締

役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）

について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に

報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。 

③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第 118 条第５号イの留意した事項およ

び同号ロの判断および理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏

まえ、その内容について検討を加えました。 

④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視お

よび検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、

必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行わ

れることを確保するための体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監

査に関する品質管理基準」（2005 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備し

ている旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。 

 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属

明細書について検討いたしました。 



２．監査の結果 

 （1）事業報告等の監査結果 

① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく

示しているものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重

大な事実は認められません。 

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、

当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行に

ついても、指摘すべき事項は認められません。 

④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり

当社の利益を害さないように留意した事項および当該取引が当社の利益を害さな

いかどうかについての取締役会の判断およびその理由について、指摘すべき事項は

認められません。 

 （2）計算書類およびその附属明細書の監査結果 

   会計監査人ＥＹ新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認め

ます。 

 

 
２０２２年５月３０日 

 
 株式会社ＮＨＫテクノロジーズ 監査役会 
 

 常勤監査役 山 川 信 行 

 （社外監査役） 
 常勤監査役 西 井 友佳子 

 （社外監査役） 
 常勤監査役 田 中   聡 

  
 監査役 石 原   修 

 
 




