
平成18年３月期       　決算短信(連結)
平成18年５月９日

上　場　会　社　名 株式会社ＣＳＫホールディングス 上場取引所  東証

コ　ー　ド　番　号 ９ ７ ３ ７ 本社所在都道府県　　東京都

役職名 　代表取締役社長

氏　名 　福　山　義　人

役職名 　執行役員経理部長 URL   http://www.csk.com/

氏　名   熊　崎　龍　安 TEL (03) 6438 - 3030
決算取締役会開催日 平成18年５月９日

米国会計基準採用の有無 無

１. 18年３月期の連結業績(平成17年４月１日～平成18年３月31日)

(１)連結経営成績 (注)記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期

17年３月期

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期

17年３月期

(注) ①持分法投資損益 18年３月期 198百万円 17年３月期 368百万円

     ②期中平均株式数(連結) 18年３月期 74,386,487株 17年３月期 75,792,939株

     ③会計処理の方法の変更 有

     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(２)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期

17年３月期

(注)期末発行済株式数(連結) 18年３月期 73,648,159株 17年３月期 75,427,277株

(３)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

18年３月期

17年３月期

(４)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
連結子会社数  37社 持分法適用非連結子会社数  - 社 持分法適用関連会社数  - 社

(５)連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結(新規) ５社 (除外)　１社 持分法(新規)  - 社 (除外) １社

２. 19年３月期の連結業績予想(平成18年４月１日～平成19年３月31日)

百万円 百万円 百万円

中　　間　　期

通　　　　　期

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  244円 41 銭

※本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれており、経済・事業環境の変動等にかかわる

　リスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。
　なお、上記業績予想に関する事項は、決算短信(連結)の添付資料14ページをご参照ください。
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[添付資料] 

                         企業集団の状況  

  ＣＳＫグループは平成17年10月１日の持株会社移行により、新たなグループ経営体制へと移行い

たしました。なお、事業分野、セグメント区分と主要なグループ会社の関係は下図のとおりとなり

ます。 
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  経営方針 

１.経営の基本方針 

当社グループは、平成17年10月１日付けでホールディングス体制に移行いたしました。こ

の新たな経営体制のもと、お客様、株主様をはじめとするステークホルダーの皆様に「わか

りやすく透明性の高いグループ経営」を実現し、グループ各社が専門性と創造性を追求する

ことによって、「グループ一体経営による企業価値の最大化」を図ってまいります。 

また、グループの総力を結集し、お客様や産業界全体、さらには社会に貢献する新たなサ

ービスを創出することを通じて、お客様そして社会に必要とされる総合的なサービスプロバ

イダーを目指してまいります。 

 

社  是 「サービスこそ我が社の命なり」 

当社は、創業の精神である「サービスこそ我が社の命なり」を社是とし、顧客

の利益最大化に貢献する「サービス」の提供に努めております。 

 

経営理念 「変化に挑む経営」 

     「社会的使命を担う経営」 

     「個人と会社の目標を一致させる経営」 

経済・社会環境の変化に柔軟に対応し、株主の皆様の期待に応えることに加え、

顧客利益への貢献、広く社会文化への奉仕活動、社員と会社の相互研鑚による共

存共栄を目指しております。 

 

２.利益配分に関する基本方針 

当社グループは、平成17年10月１日からの新経営体制への移行と近年の社会経済の動向を

踏まえ、平成17年４月に新しい株主還元方針を策定し、公表いたしました。 

 新しい株主還元方針は、グループの事業活動の成果である「連結業績」、将来に向けた成

長の源泉となる「事業投資の状況」、財務基盤の重要要素である「有利子負債の状況」、

「社会経済の動向」を総合的に勘案した、株主資本配当率(注)（ＤＯＥ）をベースにした「連

結財務ポジション連動型」の積極的な株主還元であります。 

また、自己株式を利用した機動的な資本政策を通じ株主価値を向上すること、加えて発行

済株式数を実質的に削減し、１株当たり株主価値を高めるという２つの観点から、自己株式

の取得も実施しております。 

 

３.投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、投資単位の引下げによる投資家層の拡大は証券市場の健全な発展のために有効な

ものであると認識しております。現状の投資単位は取引動向等から考え適切なものであると

考えておりますが、今後の市場の動向、株式の分布状況や流通状況の変化を勘案し、必要に

応じ適宜検討してまいります。 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(注)株主資本配当率(ＤＯＥ：Dividends On Equity) 

                                       ＝ 配当金総額÷(前期末・当期末平均の株主資本)×100 
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４.目標とする経営指標 

当社グループは、毎年の配当原資の前提となる期間利益確保のための短期的経営指標と社

会全般に貢献する企業グループとなるという目標を達成するための中長期的経営指標が必要

と考えております。 

短期的収益及び配当原資の確保の観点からは、事業の収益力と生産性を表す「営業利益、

営業利益率、営業キャッシュ・フロー」等が有用であると考えております。また、中長期的

な目標のための経営指標としては、「売上、営業利益、１株当たり純資産」等の中長期的な

成長率・増加率が重要と考えており、これらの長短双方の指標の向上に継続的に努力してま

いります。 
 

５.中長期的な経営戦略 

情報サービス産業の創生期から、ＩＴ(注)の革新とともにインターネットの爆発的な普及を

経て、ＩＴはある特定の分野・限られた利用者のためのものから、多くの企業・生活者に必

要不可欠なものに変化し、社会的インフラと言える段階にまで発展してまいりました。 

このようなＩＴの発展は、一方で社会基盤（インフラ）自体にも影響を与えるようになり

ました。従来は、一般に道路、電力、水道、通信設備という物理的な設備が社会インフラと

して代表的なものでしたが、現在では、ＩＴ、通信機能、決済機能や決済データというよう

な、いわゆるソフト（サービス）が社会経済のなかで不可欠な機能として認知されつつあり

ます。当社グループでは、それらのソフト（サービス）をベースとして「金融、コミュニケ

ーション、ヘルスケア」等の分野が、今後の社会において必要不可欠かつ新たなインフラと

なると想定しております。 

産業全体や社会基盤（インフラ）という規模で進む大きな変化に対応すべく、当社グルー

プは、従来のいわゆる「情報サービス」におけるＩＴをベースとしたＩＴソーシングサービ

スから事業領域を拡大し、新たに登場する社会インフラを支えるサービスとしての「新たな

ソーシングサービス(注)」も開拓してまいります。 

これらを通じ、新しく総合的な「サービスプロバイダー型」企業グループへと進化し、顧

客企業へのサービス提供を通じ、産業全体や社会全体の発展を支えるより大きな領域におけ

るサービスの提供を目指してまいります。 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (注)ＩＴ（Information Technology）：コンピュータやネットワーク等情報システム関連技術の総称 

      ソーシングサービス：機能の一部を提供するサービス  



 4

６.対処すべき課題   

日本経済の全般的状況は、企業業績の好転を背景とした設備投資の増加傾向、個人消費の回復等

を背景に、懸念材料がありつつも、順調に推移していくものと考えられます。一方、情報サービス

業界は、成長産業から成熟産業にシフトしつつあり、ＩＴ投資に対する顧客の意識が変化するなか、

収益性の確保が重要な経営課題となっております。 

社会面では、企業の統治機構の整備や情報開示の拡充が求められており、関連する法規制が施行

されており、あわせて、粉飾決算や虚偽記載等の企業不祥事を端緒として、上場企業のあり方・存

在意義が問われており、企業経営にとっての大きな転換期にきているものと考えます。 

このような環境のもと、当社グループは次の３つを重要な経営課題と位置付け、将来の成長を通

じた株主価値の最大化に注力していく所存であります。 

ⅰ）サスティナビリティの実現 

 自然環境、人口、国際紛争等、地球規模の問題解決のためには、サスティナビリティ（社会

の持続的発展）の観点からの取組みが不可欠であり、当社グループとしても社会が必要とする

「基盤、仕組み、製品、サービス」等を提供することで、直接間接的に貢献していく所存であ

ります。 

 このため、「サスティナビリティの時代に求められるものは何か」をテーマとして研究推進

及び実践の場として、㈱ＣＳＫ－ＩＳ(注)が平成 18 年４月より本格的に活動を開始いたします。 

 

ⅱ）総合サービスプロバイダーを目指して 

 当社グループは、個々の企業の効率化への貢献から産業・社会の発展を支えるサービスの提

供へと事業領域を拡大し、ＩＴの強みを活かした総合的なサービスプロバイダーを目指してま

いります。そのために、現状の個別企業向けサービスを進化・成長させ、社会の基盤を支える

サービスを創出し、当社グループの事業ドメインとして確立していく所存であります。 

 この過程のなかでは、従来以上にグループシナジーの徹底追求が必要であり、経営の基本的

な考え方が非常に重要な意味を持つものと考えております。 

 新たな取組みに着手しつつ、「収益性の追求」「顧客満足度の追求」「独自性の追求」「社

員満足度の追求」「コンプライアンスと透明性の追求」を経営の基本的考え方として重視し、

業容の拡大に努めてまいります。 

 

 ⅲ）経営の透明性確保について 

 当社グループの目指すサービスプロバイダーとは、企業や産業、そして社会全体の健全かつ

持続的な成長を支えるサービスを創出し、提供し続けることによりＣＳＲ（社会的責任）を果

たし、社会全体に貢献していく企業グループであります。 

 つまり、われわれの事業そのものがＣＳＲであると言えることが理想であり、そのためには、

今まで以上に高い倫理観に基づくビジネスモデルが必要となり、今後進めるサービスプロバイ

ダーへの転換のなかで、透明性の確保及びその維持・向上を継続的に推進してまいります。 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(注) ㈱ＣＳＫ－ＩＳ（シーエスケイ アイエス）： ＣＳＫ Institute for Sustainability, Ltd. 
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経営成績及び財政状態 
 

 

１．当連結会計年度の経済状況 

当連結会計年度のわが国経済は、国内企業の収益改善や輸出産業の収益性向上、設備投資の増

加傾向、個人消費と雇用状況の好転等を背景に堅調な回復基調にあり、設備投資、輸出、個人消

費がバランス良く改善し、今後の景況感にも明るさが見られる状況で推移いたしました。株式市

場も、このような経済環境のもと好調に推移し、東京証券取引所の年度末時点の時価総額は前年

同期比で 49％増となりました。 

その一方で、米国経済の動向、原油・原材料の価格高騰、デジタル家電や電子部品の価格低迷

等の懸念要因も残っており、これらの影響に適切に対応し、安定的でかつ力強い経済体質への進

展が求められております。 

情報サービス業界は、近年のＩＴへの依存度の高まりに対処すべく、そのあり方を改めて整備

する環境にあります。多様な産業において、ＩＴは必要不可欠な必須条件になる一方、情報シス

テムの処理能力やセキュリティー問題が、経済全体に大きな影響を及ぼすにいたり、依存度が高

いため、特に安定稼動と安全性の強化が求められております。また、受注開発型のソフトウェア

においては、国内同業他社との価格競争に加え、オフショア化、システムの高度化・複雑化、投

資案件規模の小型化、納期の短期化等の傾向が強まっており、一方で、ＩＴ技術者の世代交代、

産業自体の成熟化等が、本質的な課題として問題視されております。 

社会環境面では、前連結会計年度に引き続き粉飾決算等の企業不祥事が続発し、市場経済の信

頼性が低下するなか、監督官庁及び証券取引所からディスクローズの適正化及び内部統制システ

ムの構築や会計監査の強化策が打ち出され、関連する法令等が続々と公表されました。一方で、

企業業績の堅調な推移のもと、株主還元へ積極的に取組む企業が増えてまいりました。 

 

 

２．連結業績の概況 

このような経営環境のなか、社会の持続的成長を支えるサービスプロバイダー企業グループに

発展・成長するために、当連結会計年度は下記の３つの経営施策を着実に実施してまいりました。 

Ⅰ ホールディングス体制への移行 

Ⅱ サービスプロバイダー企業グループへの転換 

Ⅲ 新たな株主還元策 及び 経営の透明性確保 

 

Ⅰ ホールディングス体制への移行 

 

 １）新たなグループ経営体制のスタート 

平成 17 年 10 月 1 日をもってホールディングス体制に移行し、新たなグループ経営体制が

本格的にスタートいたしました。この新体制への移行にあわせ、グループ会社の取締役・執

行役員の異動を実施し、グループ全体として付加価値の高いサービスの提供を目指すととも

に、透明性の高いグループ経営を指向し、各社の業務執行体制の整備も実施いたしました。 
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 ２）差別化のための戦略投資について 

ⅰ）ＩＴの普及により、社会を形成するインフラの中心が「道路、電力、水道、通信設備」

などの設備面から、ネットワーク、通信機能、決済データ等をベースとした「金融」「コ

ミュニケーション」「ヘルスケア」を主体とするソフト（サービス）面に変化することを

想定し、新分野での事業化投資を積極的に実施してまいりました。 

 

ⅱ）ＩＴサービスプロバイダーから総合的なサービスプロバイダーへの転換のために、ヒト

やインタンジブルアセットへの投資に加え、ビジネスモデルの構築・サービス開発に対す

る投資を積極化し、事業モデルの転換にあわせ投資スタンスも転換しております。 

 

 ３）サスティナビリティ（社会の持続的発展）実現のための施策  

株主価値の向上のみならず、企業や社会の持続的発展への貢献を積極的に推進し、社会と

ともに成長する企業グループを目指して、次の具体的な施策に着手いたしました。 

 

ⅰ）社会の持続的発展のために必要な個人の行動や企業活動のあり方、社会制度や生活イン

フラ等、政治・経済・文化の広い範囲での研究活動を行うシンクタンクとして㈱ＣＳＫ－

ＩＳを設立いたしました。 

 

ⅱ）東京都多摩地区において、研究開発・教育研修及び社会貢献の新拠点の構築に着手いた

しました。これらの拠点は、㈱ＣＳＫ－ＩＳの研究活動の拠点として、また、グループ社

員向けの教育研修施設及び障がい者雇用促進とグリーンビジネスの生産拠点として積極的

活用を目指しております。 

 

 ４）ＣＳＫ青山ビルの証券化、拠点の整理及び移転・統合 

当社は、機動的な事業投資のための資金確保、保有不動産の最適化の観点から、ＣＳＫ青

山ビルを証券化し、売却いたしました。また、並行して進めていたその他の拠点についても、

整理及び移転・統合の手続きが完了しており、グループ全体としての財務体質の強化及び資

金の拡充ができたものと考えております。 

 

 ５）その他の施策 

当社の持分法適用関連会社であるネクストコム㈱が、平成 17 年７月に実施した株式売出し

に応じ、上半期中に当社保有の同社株式を売却いたしました。なお、当該売却が第２四半期

に行われたため、同社の上半期の利益のうち、当社持分を持分法投資利益（営業外収益）と

して取り込んでおり、中間連結会計期間末をもって持分法適用除外となっております。 
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Ⅱ サービスプロバイダー企業グループへの転換 

 

 １）証券・金融分野への取組み 

ⅰ）証券・金融分野において、より効率的な取組みを推進するために、連結子会社である日

本フィッツ㈱と㈱ＣＳＫシステムズのより緊密な融合が必要不可欠との結論にいたり、当

該２社は平成 17 年 10 月１日をもって合併いたしました。この合併により、証券・金融分

野において、大規模システム開発及びシステム開発からシステム運用まで一貫したサービ

スの提供をより効率的かつ迅速に実現し、環境の変化に多くの選択肢を持って対応できる

体制の構築が可能となりました。 

 

ⅱ）当社グループは、証券・金融システムに精通した多数の技術者を有し、また多くの開発

実績があり、一方で実際に証券事業を行う連結子会社を有しております。これらのグルー

プの経営資源を最大限に活用すべく、平成 16 年９月よりグループ内で新証券システム構築

のためのプロジェクトを発足させ、当上半期において本格的な研究開発活動を実施いたし

ました。下半期での開発活動を通じ、証券向けサービス・モデルの枠組みが完成し、サー

ビスプロバイダー事業の先行事例として、今後の当社グループの業績に寄与していくもの

と考えております。 

 

ⅲ）プリペイドカード事業における新展開として、クレジット・カード会社との提携及び大

型の書籍販売チェーン店へのプリペイドカードシステムの新規導入により、カード利用範

囲の拡大と利用者の利便性の向上を図ることができました。 

 

 ２）コミュニケーション分野への取組み 

従来より、コアの事業領域としてＢＰＯ(注)事業モデルの構築と強化に取り組んでおります

が、当連結会計年度においては、既存のコンタクトセンターにおけるサービス品質の維持・

向上で差別化・競争力強化を図る一方で、通信販売・ダイレクト販売における問い合わせ対

応、受注受付、販売促進活動等につき、非対面販売における業務ノウハウを蓄積することが

できました。また、証券・金融分野においてもＢＰＯモデルの構築に注力いたしました。今

後は、業務運用プロセス中心のサービスの収益基盤を強固にしつつ、マーケティング連動型

のＢＰＯモデルへの移行を進めていく方向性であります。 

 

 ３）ヘルスケア分野への取組み 

ヘルスケア分野は、社会基盤としての重要性が高く、またＩＴ化が本格化する分野である

ことから、当社グループでは、重点分野としてベンチャー投資・育成事業として取り組んで

おり、また、当連結会計年度は医療情報サービス・システムに関する研究開発活動を本格的

に実施いたしました。 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(注) ＢＰＯ（Business Process Outsourcing）：効率性向上のために業務を外部企業に委託すること 
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 ４）ウィンドウズ事業への取組み 

ⅰ）連結子会社である㈱ＣＳＫ Ｗｉｎ テクノロジ（旧社名㈱エイ・エヌ・テイ）とマイ

クロソフト㈱は、エンタープライズ市場における「マイクロソフト技術を基盤としたシス

テム開発・構築」の需要拡大に応えるために、協業関係を広範囲にわたり強化する旨を発

表いたしました。 

 

ⅱ）当社グループとして、㈱ＣＳＫ Ｗｉｎ テクノロジをグループ内におけるマイクロソ

フト技術専門特化会社と位置付け、グループ内のリソースの集約及び技術レベルの向上等

を通じ、一層の業容拡大を目指します。 

 

 

Ⅲ 新たな株主還元策 及び 経営の透明性確保 

 

１）新たな株主還元策について  

当社グループは、「経営方針 ２.利益配分に関する基本方針」に記載のとおり平成 17 年

４月に新しい株主還元方針を策定し、公表いたしました。 

この新しい株主還元方針に基づき、当期以降の業績動向を勘案した結果、平成 18 年３月８

日開催の取締役会で、平成 18 年３月期の１株当たりの通期配当を、前期比 2.4 倍の 40 円と

する旨決議いたしました。配当については、定時株主総会での承認可決が前提となりますが、

原案どおり承認可決された場合は、平成 16 年３月期から平成 18 年３月期まで、３期連続増

配となる予定であります。 

        ＜１株当たり配当金（年間）の推移＞ 

          平成 18 年３月期（予定）40 円 

          平成 17 年３月期    17 円 

          平成 16 年３月期    15 円 

          平成 15 年３月期    12 円 

 

また、平成 18 年３月 31 日時点の保有自己株式数は 4,143 千株となっております。自己株

式取得及び保有の目的は、自己株式を利用した機動的な資本政策や投資を通じた企業価値の

向上であり、また、発行済株式数の削減効果により間接的に株主価値向上に寄与するものと

考えております。 

 

２）経営の透明性確保について  

お客様、株主様をはじめとする全てのステークホルダーの皆様にわかりやすく透明性の高

いグループ経営を実現するために必要なコーポレート・レベルの枠組みは、平成 17 年 10 月

１日の新たな経営体制への移行により確立できたものと考えております。 

一方で、証券市場の信頼性向上、企業情報の適時開示体制の整備が強く求められ、多数の

関連法令等が施行されていることから、今後は、会社法及び金融商品取引法（現 証券取引

法）の求める内部統制システムの整備・構築に向け、専門組織を設置する等グループ全体と

しての体制の整備に努めてまいります。 
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 以上のような経営施策を実施した結果、当連結会計年度の業績は次のとおりとなりました。 

 

             連結業績３ヵ年推移           （単位：億円） 

305.6
282.9

3,784.7

214.2

333.4

276.2

240.4

3,199.9

308.7

269.8
251.3

2,411.5

平成16年３月期

平成17年３月期

平成18年３月期

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
 

 

①業績の概況 

＜ 売上高 2,411.5億円（前連結会計年度比  788.3億円（24.6%）減収） ＞   

＜ 営業利益 251.3億円（    同         10.9億円（ 4.5%）増益） ＞ 

売上高は、前連結会計年度中に連結対象から外れた㈱ベルシステム２４及びネクスト

コム㈱の影響、プリペイドカード事業における当連結会計年度からの会計方針の変更、戦

略事業へのシフトと連動して推進した既存事業の取組方針変更に伴い機器販売が減少した

こと等により、788.3億円の減収となっております。  

 

営業利益は、連結除外２社・プリペイドカード事業の会計方針変更による減益要因

(40.3億円)かつ、戦略的先行投資費用(54.0億円)を計上しましたが、前年を上回る実績を

確保いたしました。これは、既存の情報サービス事業が確実な増益基調にあり、また、金

融サービス事業及び証券事業が好調に推移したことによるものであります。 

 

  ※㈱ベルシステム２４、ネクストコム㈱の連結除外及びプリペイドカード事業の会計方針変

更の影響額：売上高824.6億円  営業利益40.3億円 

   

  ※戦略的先行投資費用の内訳：金融・ヘルスケア分野における研究開発費用等 40.2億円 

                コミュニケーション分野の先行事業費用    13.7億円 
 

なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりとなります。 

ⅰ）情報サービス事業 （ＩＴＯ・ＢＰＯ分野） 

＜ 売上高   1,981.1億円（前連結会計年度比  380.6億円（16.1%）減収） ＞ 

＜ 営業利益    96.7億円（    同      44.6億円（31.6%）減益） ＞ 

金融・運輸旅行分野でのシステム開発売上、コンピュータソフト・ハード分野及び通

信分野向けのコンタクトセンター売上や証券ＡＳＰ(注)関連の売上が好調に推移いたしま

した。 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(注)ＡＳＰ：アプリケーション・サービス・プロバイダー。ＩＴシステム・サービスを従量制により提供す

る事業者又は当該サービスを指す 
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一方、㈱ベルシステム２４及びネクストコム㈱が前連結会計年度中に連結除外となり当

連結会計年度に含まれていない影響（売上高約323.5億円減少）に加え、前期後半に実施

した既存事業の取組方針変更に伴い機器販売が減少したこと（122.6億円）等により、売

上高は16.1％の減収となりました。 

営業利益は、㈱ベルシステム２４及びネクストコム㈱の連結除外の影響（営業利益約

32.1億円減少）に加え、将来の事業基盤の構築と拡大を図るため、新証券システム及びヘ

ルスケア分野への先行投資(40.2億円)の実施、並びにコンタクトセンター系事業の先行投

資(13.7億円)を実施しましたことから、31.6％の減益となりました。 

しかし、これらの戦略的先行投資費用を除いた場合の営業利益は、前連結会計年度比で

増益を確保しており、情報サービス事業は実質的成長が進んでいるものと考えております。 

ⅱ）金融サービス事業 

＜ 売上高     151.9億円（前連結会計年度比  44.7億円（41.8%）増収） ＞ 

＜ 営業利益    106.9億円（    同     36.4億円（51.6%）増益） ＞ 

金融サービス事業は、前連結会計年度から引き続き投資案件の回収が順調に進み、大幅

な増収・増益となり、安定的かつ効率的に当社グループの収益に貢献しております。 

ⅲ）証券事業 

＜ 売上高     266.5億円（前連結会計年度比  59.2億円（ 28.6%）増収） ＞ 

＜ 営業利益     57.1億円（    同     34.1億円（148.9%）増益） ＞ 

証券事業は、前連結会計年度から連結子会社となったコスモ証券㈱の業績であります。

活況な株式市況を反映した平均株価の上昇・出来高の増加及び中長期的な視点にたった提

案型株式営業に努めたことにより、委託手数料、引受・売出手数料及び金融収支が好調に

推移し、増収・増益となっております。 

ⅳ）プリペイドカード事業 

＜ 売上高    28.4億円（前連結会計年度比 501.2億円（ 94.6%）減収） ＞ 

＜ 営業利益  △2.1億円（    同          9.1億円（130.1%）減益） ＞ 

プリペイドカード事業においては、当期首より会計方針を変更したことから、減収・減

益となっております。この会計方針の変更は、カード発行形態の変化による収益構造の変

化や、受取決済手数料の安定化を背景に、営業実態をより明瞭に表すことを目的としたも

のであります。主な変更点としては、従来はカード発行高を売上計上し事業規模を表す会

計方針を採用しておりましたが、当連結会計年度より、主に手数料相当部分を売上計上す

るものであります。また、従来売上原価の控除として認識していた退蔵益については、営

業外収益に変更しております。 

なお、詳細については22ぺージ(9)プリペイドカード事業における第三者型カード発行

の会計処理（会計方針の変更）をご参照下さい。 

 

(注) 上記の各セグメントの売上高には、セグメント間の内部売上高を含んでおります。 
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＜経常利益  269.8億円（前連結会計年度比   6.4億円（ 2.3%）減益）＞ 

経常利益は、前連結会計年度に多額の投資有価証券売却益及び投資事業組合収益があっ

たことから、前連結会計年度比で6.4億円の減益となりました。 

 

＜当期純利益 308.7億円（前連結会計年度比 24.6億円（7.4%）減益）＞ 

当期純利益は、経常利益段階までの要因に加え、前連結会計年度に多額の投資有価証券

売却益があったこと等から、24.6億円の減益となりました。 
 

②財政状態 

＜ 資産 5,431.3億円（前連結会計年度末比 874.9億円（19.2%）増加）＞ 

流動資産は、営業債権の回収が進む一方で、証券事業にかかる流動資産や金融サービス

運用資産の増加等で990.9億円増加しており、固定資産は、主に余資の安定運用にかかる

投資有価証券が増加する一方で、ＣＳＫ青山ビルの売却や繰延税金資産の回収等により、

115.9億円減少しております。これらの結果、資産合計で前連結会計年度末比874.9億円増

加しております。 
 

＜ 負債 3,397.0億円（前連結会計年度末比 619.4億円（22.3%）増加）＞ 

証券事業が好調に推移していることに伴い証券事業関連負債が増加し、また増益に伴い

未払法人税等が増加したこと等により負債合計で前連結会計年度末比619.4億円増加して

おります。 
 

＜ 資本 1,798.2億円（前連結会計年度末比 233.3億円（14.9%）増加）＞ 

株主資本は、株主還元や戦略的投資での活用等を想定した自己株式の取得が進み資本

の部の減少要因となる一方で、当期純利益の計上、ストックオプションの行使に伴う資

本金・資本剰余金の増加及びその他有価証券評価差額金が増加したことから、前連結会

計年度末比で 233.3 億円増加しております。 
 

＜ 株主資本比率 33.1%（前連結会計年度末 34.3%）＞  

株主資本は、当期純利益の積み上がり等により増加いたしましたが、株主資本比率は総

資産の増加により1.2％の減少となっております。 
 

③キャッシュ・フローの状況 

＜営業活動によるキャッシュ・フロー  

△250.5億円（前連結会計年度比 257.3億円減少）＞ 

金融サービス事業において新規投資が拡大したこと及び株式市場が好調に推移したこ

とに伴い証券業関連資産が増加したこと等から、営業活動によるキャッシュ・フローは

250.5億円の支出、前連結会計年度との比較では257.3億円の減少となりました。 
 

＜投資活動によるキャッシュ・フロー  

289.8億円（前連結会計年度比 83.2億円減少）＞ 

保有不動産の最適化の観点からＣＳＫ青山ビル等の売却を進めたことに伴い固定資産

及び無形固定資産の売却による収入が増加したこと等により、投資活動によるキャッシ

ュ・フローは289.8億円の収入となりました。前連結会計年度比では、前連結会計年度に
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㈱ベルシステム２４の株式譲渡等の投資有価証券の売却にかかる収入があったことから、

83.2億円の減少となっております。 

 

＜財務活動によるキャッシュ・フロー  

△66.2億円（前連結会計年度比 203.6億円増加）＞ 

長期借入による資金調達やストックオプションの行使に伴う払い込みによる収入があり

ましたが、自己株式の取得や配当金支払による支出により、財務活動によるキャッシュ・

フローは66.2億円の支出となり、前連結会計年度に長短資金の返済が多かったことから、

前連結会計年度比 203.6億円の増加となっております。 

 

＜現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高  

747.4億円（前連結会計年度末比 26.1億円（3.4%）減少）＞ 

上述の各段階キャッシュ・フローに換算差額等が加わった結果、現金及び現金同等物の

残高は前連結会計年度末比26.1億円減少し、747.4億円となっております。 

 

なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりであります。 

 第36期 

平成16年３月期

第37期 

平成17年３月期

第38期 

平成18年３月期 

自己資本比率(%) 34.2 34.3 33.1 

時価ベースの 

自己資本比率(%) 
93.0 73.8 79.3 

債務償還年数(年) － 126.4 － 

インタレスト・カ

バレッジ・レシオ 
－ 1.7 － 

  ※上記指標の算出方法は以下のとおりです。 

    A)自己資本比率           ： 自己資本／総資本 

    B)時価ベースの自己資本比率     ： 株式時価総額／総資産 

    C)債務償還年数           ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

    D)インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー／支払利息 

  ※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

  ※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は連結貸借対照表 

   に計上されている負債のうち、利子を払っている負債を対象としております。 

  ※株式時価総額は、期末株価終値×（期末発行済株式総数－自己株式）により算出しております。 

  ※平成16年３月期及び平成18年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業 

   キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 
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④事業等のリスク  

当社グループでは、想定しうる経営上のリスクに関しては、未然防止等の対策を講じており

ますが、当該対応策にもかかわらず、当社グループの事業等に内在もしくは関連するリスク、

又は経済環境・社会状況により、当社グループの業績及び財政状態になんらかの影響を受ける

可能性があります。 

なお、ここに記載するものは、現時点で想定しうるリスクのうち、特に重要度が高いと思わ

れる主要なリスクを事業セグメント別に記載しております。このため、株主及び投資家の判断

に影響を与えるもの全てを網羅的に記載したものではなく、また、リスクとしての重要性や発

生確率の変化、新たなリスクの出現がありうることを、ご了承いただきたいと考えます。 

 

A.情報サービス事業における不採算プロジェクト、瑕疵及びシステムダウンにかかるリスク 

システム開発においては、当初契約時点での工数見積や仕様確定に過誤等があった場

合、不採算プロジェクトや瑕疵対応が発生する可能性があります。 

運営管理事業では、想定外の要因によりシステムダウンやコンピュータウィルスによ

る障害が発生した場合、契約破棄又は損失補償等により、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

ＢＰＯ事業においては、新たな形態でのサービス提供を行うことが少なくなく、契約

慣行や料金体系が定まっていないことから、契約内容の過不足や相互誤認等により、当

社グループが不利益を蒙る可能性があります。 

また、機密情報・個人情報の取扱には、十分な配慮を行っておりますが、万一セキュ

リティにかかる問題が発生した場合、社会的信用も含め、当社グループの経営に大きな

影響を与える可能性があります。 

 

B.金融サービス事業 

ベンチャー企業に対する投資事業における投資先の決定、匿名組合等を通じた不動産

関連への投資事業及び株式等への投資事業における投資先の選定にあたっては、専門組

織により投資回収リスクを十分に考慮して行っておりますが、投資時点では想定の難し

い環境の変化や競合会社の参入により、投資回収時期の遅延、当初予定した収益の確保

又は投資額の回収ができない場合もあり、当社グループの財政状態及び経営成績に影響

を与える可能性があります。 

 

C.証券事業 

証券事業にかかるリスクについては、「信用リスク・市場リスク・流動性リスク等の

計量化により管理可能なリスク」及び「市場環境急変によるリスク・決済リスク・事務

リスク・システムリスク・情報関連リスク等の計量化が困難なリスク」に区分し、必要

な対策を講じておりますが、想定を超える又は想定外の事象が発生した場合には、当社

グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

D.プリペイドカード事業 

プリペイドカードのセキュリティ対策には、十分な配慮を行っておりますが、不正利

用問題が将来発生する可能性は否定できず、また、銀行カードやクレジットカード等の

他のカード媒体との競合やカード使用実績率の変動も考えられ、これらの事象が発生し

た場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 
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⑤平成19年３月期の連結業績予想 

平成 19 年３月期の経済環境は、好調に推移した当連結会計年度の環境が継続すると予想さ

れ、海外経済の動向に影響を受ける可能性はあるものの、設備投資・企業業績・個人消費に特

段の減少要因は起こらないものと推測されます。このような前提のもと、当社の平成 19 年３

月期の連結業績予想は、次のとおりと見込んでおります。 

売上は、顧客企業のＩＴ投資が活況に推移する見通しであることから、情報サービス事業が

増収になる見通しであります。 

営業利益及び経常利益は、情報サービス事業において、増収及び開発案件の収益性の改善・

プロジェクト管理機能の徹底が進むことなどから、大きく増益になるものと考えております。

また、金融サービス及び証券事業が引き続き安定的に収益に貢献し、営業利益全体では、

35.3％の増益となる見通しであります。経常利益についても、29.7％の増益となる見通しであ

ります。 

当期純利益は、当連結会計年度には保有資産の流動化による特別利益が含まれておりますが、

平成 19 年３月期は多額の特別利益は想定していないこと等の理由により、減益となる見通し

であります。 

（単位：百万円） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 125,000 18,500 9,500 

通 期 260,000 35,000 18,000 

参考：当期（通期）実績 241,154 26,981 30,874 

 

※上記の業績予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予

測が含まれており、経済・事業環境の変動等にかかわるリスクや不確定要因により、実際

の業績が記載の予想数値と異なる可能性があります。 

 

 

３．単体業績について 

当社グループは、平成 17 年 10 月１日をもってホールディングス体制に移行し、新たなグル

ープ経営体制をスタートさせました。このため、当期の当社個別決算は、上半期の事業会社と

しての旧㈱ＣＳＫの個別業績に、下半期の持株会社としての㈱ＣＳＫホールディングスの個別

業績が合算され、下表のとおりとなっております。 

なお、下期以降の持株会社としての主たる営業収入は、関係会社からの受取配当金、グルー

プ運営収入であります。 

旧㈱CSK ㈱CSKﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ

の上半期 の下半期
億円 億円 億円 億円 ％

売 上 高
及び営業収入

営 業 利 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

前 期

74.0

115.3

334.6

当 期
前期比
増減率

1,383.6 558.4 39.5 598.0 △56.8

△65.825.23.621.6

50.6 11.3 62.0 △46.2

△32.6225.676.3149.2



(単位：百万円)

期別　 

 　科目 (平成17年3月31日現在)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

％ ％ ％

 Ⅰ流動資産

１ 現金及び預金 77,510 77,444 △65 

２ 受取手形及び売掛金 38,910 36,079 △2,830 

３ 有価証券 5,965 3,910 △2,054 

４ 営業投資有価証券 16,224 3,176 △13,047 

５ たな卸資産 6,345 8,111 1,766 

６ 繰延税金資産 7,068 7,346 277 

７ 金融サービス運用資産 42,504 94,123 51,618 

８ 証券業における預託金 42,463 57,696 15,232 

９ 証券業におけるトレーディング商品 11,661 10,863 △797 

10 証券業における信用取引資産 72,535 112,120 39,585 

11 その他 19,967 29,454 9,486 

貸倒引当金 △81 △162 △81 

流動資産合計 341,075 74.9 440,165 81.0 99,090 29.1 

 Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

(１) 建物及び構築物 18,100 10,391 △7,709 

(２) 土地 11,306 11,684 377 

(３) その他 5,814 4,910 △904 

有形固定資産合計 35,221 7.7 26,986 5.0 △8,235 △23.4 

２ 無形固定資産

(１) 連結調整勘定 987 607 △379 

(２) その他 15,898 3,826 △12,071 

無形固定資産合計 16,885 3.7 4,434 0.8 △12,451 △73.7 

３ 投資その他の資産

(１) 投資有価証券 35,499 58,679 23,180 

(２) 前払年金費用 4,522 3,269 △1,253 

(３) 繰延税金資産 10,165 969 △9,195 

(４) その他 14,783 10,750 △4,033 

貸倒引当金 △2,516 △2,120 395 

投資その他の資産合計 62,454 13.7 71,548 13.2 9,093 14.6 

固定資産合計 114,562 25.1 102,969 19.0 △11,593 △10.1 

資産合計 455,637 100.0 543,134 100.0 87,496 19.2 

前連結会計年度末

連結貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

比較増減
当連結会計年度末

(資産の部)
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(単位：百万円)

期別　 

 　科目 (平成17年3月31日現在)

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

％ ％ ％

 Ⅰ流動負債

１ 買掛金 18,038 14,015 △4,022 

２ 短期借入金 16,022 23,853 7,831 

３ 一年内償還予定社債 3,200 － △3,200 

４ 未払法人税等 2,774 10,868 8,093 

５ カード未精算勘定 33,814 － △33,814 

６ カード預り金 － 38,977 38,977 

７ 賞与引当金 5,970 6,288 318 

８ 開発等損失引当金 1,215 3,173 1,958 

９ 事業所移転損失引当金 234 － △234 

10 証券業におけるトレーディング商品 4,890 4,756 △133 

11 証券業における信用取引負債 60,071 77,341 17,270 

12 証券業における預り金及び受入保証金 45,344 65,984 20,639 

13 その他 14,808 22,102 7,293 

流動負債合計 206,386 45.3 267,362 49.2 60,976 29.5 

 Ⅱ 固定負債

１ 社債 40,000 40,000 － 

２ 新株予約権付社債 23,000 23,000 － 

３ 長期借入金 4,500 5,000 500 

４ 退職給付引当金 1,129 787 △342 

５ 役員退職慰労金引当金 255 239 △16 

６ その他 1,825 2,235 409 

固定負債合計 70,711 15.5 71,262 13.1 550 0.8 

 Ⅲ 特別法上の準備金

１ 証券取引責任準備金 657 1,078 421 

２ 金融先物取引責任準備金 － 0 0 

特別法上の準備金合計 657 0.2 1,079 0.2 421 64.1 

負債合計 277,755 61.0 339,703 62.5 61,948 22.3 

少数株主持分 21,396 4.7 23,606 4.4 2,209 10.3 

 Ⅰ 資本金 69,490 15.2 71,523 13.2 2,033 2.9 

 Ⅱ 資本剰余金 34,114 7.5 36,137 6.6 2,022 5.9 

 Ⅲ 利益剰余金 51,261 11.2 80,719 14.9 29,457 57.5 

 Ⅳ その他有価証券評価差額金 7,296 1.6 11,069 2.0 3,773 51.7 

 Ⅴ 為替換算調整勘定 △62 △0.0 － -        62 － 

 Ⅵ自己株式 △5,615 △1.2 △19,625 △3.6 △14,010 － 

資本合計 156,485 34.3 179,824 33.1 23,339 14.9 

負債、少数株主持分及び資本合計 455,637 100.0 543,134 100.0 87,496 19.2 

(資本の部)

(少数株主持分)

(負債の部)

比較増減

(平成18年3月31日現在)

前連結会計年度末 当連結会計年度末
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(単位：百万円)

期別

自平成16年４月１日 自平成17年４月１日

科目 至平成17年３月31日 至平成18年３月31日

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率

％ ％ ％

Ⅰ 売上高 319,993 100.0 241,154 100.0 △78,838 △24.6 

Ⅱ 売上原価 241,023 75.3 156,581 64.9 △84,441 △35.0 

売上総利益 78,970 24.7 84,572 35.1 5,602 7.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 54,924 17.2 59,435 24.7 4,511 8.2 

営業利益 24,046 7.5 25,137 10.4 1,091 4.5 

Ⅳ 営業外収益 5,135 1.6 2,807 1.2 △2,328 △45.3 

１ 受取利息 165 124 △41 

２ 投資有価証券売却益 1,713 － △1,713 

３ 持分法による投資利益 368 198 △170 

４ 投資事業組合収益 1,406 － △1,406 

５ カード退蔵益 － 909 909 

６ 助成金収入 － 462 462 

７ その他 1,480 1,112 △367 

Ⅴ 営業外費用 1,555 0.5 963 0.4 △591 △38.0 

１ 支払利息 410 174 △236 

２ 退職給付引当金繰入額 260 260 △0 

３ 証券代行手数料 178 187 8 

４ リース契約解約損 408 － △408 

５ 保険損失 － 98 98 

６ 転籍調整費用 － 105 105 

７ その他 297 137 △159 

経常利益 27,626 8.6 26,981 11.2 △644 △2.3 

Ⅵ 特別利益 59,477 18.6 37,568 15.6 △21,908 △36.8 

１ 固定資産売却益 － 15,897 15,897 

２ 投資有価証券売却益 58,655 21,418 △37,236 

３ その他 821 251 △569 

Ⅶ 特別損失 22,902 7.1 11,763 4.9 △11,138 △48.6 

１ 固定資産除却損 859 1,153 293 

２ 固定資産評価損 3,589 － △3,589 

３ 減損損失 － 3,379 3,379 

４ 投資有価証券評価損 2,640 － △2,640 

５ データセンター移転損失 － 1,568 1,568 

６ システム開発解約損失 － 2,945 2,945 

７ 連結調整勘定償却額 11,686 － △11,686 

８ 証券取引責任準備金繰入額 330 421 90 

９ 金融先物取引責任準備金繰入額 － 0 0 

10 サービス中止損失 － 1,239 1,239 

11 その他 3,797 1,056 △2,740 

税金等調整前当期純利益 64,200 20.1 52,785 21.9 △11,414 △17.8 

法人税､住民税及び事業税 5,416 1.7 12,557 5.2 7,140 131.8 

法人税等調整額 23,042 7.2 6,475 2.7 △16,566 △71.9 

少数株主利益 2,397 0.8 2,877 1.2 480 20.0 

当期純利益 33,343 10.4 30,874 12.8 △2,468 △7.4 

連結損益計算書

比較増減

前連結会計年度 当連結会計年度
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連結剰余金計算書

(単位：百万円)

期別 　
前連結会計年度 当連結会計年度

自平成16年４月１日 自平成17年４月１日

科目 至平成17年３月31日 至平成18年３月31日

金額 金額

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 34,968 34,114 

Ⅱ 351 2,033 

ストックオプション権利行使による新株式の発行 351 2,033 

Ⅲ 1,204 10 

自己株式処分差損 1,204 10 

Ⅳ 34,114 36,137 

(利益剰余金の部)

Ⅰ 18,973 51,261 

Ⅱ 利益剰余金増加高 33,343 30,936 

１ 当期純利益 33,343 30,874 

２ 連結子会社の減少による増加高 － 61 

Ⅲ 利益剰余金減少高 1,054 1,478 

１ 配当金 680 1,282 

２ 役員賞与 285 196 

３ 連結子会社の増加による減少高 88 － 

Ⅳ 51,261 80,719 

資本剰余金期末残高

利益剰余金期首残高

利益剰余金期末残高

資本剰余金増加高

資本剰余金減少高
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連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度

期別　  自平成16年４月１日 自平成17年４月１日

  科目 至平成17年３月31日 至平成18年３月31日

金額 金額 金額

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１ 税金等調整前当期純利益 64,200  52,785  △11,414  

２ 減価償却費 6,234  5,870  △363  

３ 減損損失 －　 3,379  3,379  

４ 連結調整勘定償却額 12,245  373  △11,872  

５ 引当金の増減額（△減少額)及び
前払年金費用の増減額（△増加額) 1,421  2,191  769  

６ 受取利息及び受取配当金 △2,145  △2,459  △314  

７ 支払利息 979  863  △115  

８ 持分法による投資損益(△利益) △368  △198  170  

９ 固定資産除却損・売却損益(△利益) －　 △13,667  △13,667  

10 固定資産評価損 3,589  －　 △3,589  

11 投資有価証券売却損益(△利益) △59,286  △21,442  37,843  

12 投資有価証券評価損 2,640  －　 △2,640  

13 売上債権の増減額(△増加額) 19,602  △211  △19,813  

14 たな卸資産の増減額(△増加額) －　 △1,766  △1,766  

15 営業投資有価証券の増減額(△増加額) △1,608  －　 1,608  

16 金融サービス運用資産の増減額(△増加額) △14,817  △38,700  △23,882  

17 敷金保証金の増減額(△増加額) －　 3,579  3,579  

18 仕入債務の増減額(△減少額) △17,724  △41  17,683  

19 カード未精算勘定の増減額(△減少額) 3,755  －　 △3,755  

20 カード預り金の増減額(△減少額) －　 5,163  5,163  

21 証券業における預託金の増減額(△増加額) △4,503  △15,232  △10,729  

22 証券業における信用取引資産の増減額(△増加額) △18,450  △39,585  △21,135  

23 証券業における信用取引負債の増減額(△減少額) 14,567  17,270  2,702  

24 証券業における預り金・受入保証金の増減額(△減少額) 4,740  25,268  20,528  

25 その他 △4,547  △5,395  △848  

　　　　　小　　　　計 10,524  △21,954  △32,479  

26 利息及び配当金の受取額 2,143  2,351  208  

27 利息の支払額 △1,037  △928  109  

28 法人税等の支払額 △10,944  △4,521  6,422  

営業活動によるキャッシュ・フロー 686  △25,052  △25,739  

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１ 定期預金の預入・払戻(純額) －　 △1,725  △1,725  

２ 有価証券の売却・償還による収入(純額) 7,068  5,373  △1,695  

３ 有形固定資産の取得による支出 △5,141  △5,994  △852  

４ 有形固定資産の売却による収入 －　 22,442  22,442  

５ 無形固定資産の取得による支出 △2,680  △1,664  1,015  

６ 無形固定資産の売却による収入 －　 10,070  10,070  

７ 投資有価証券の取得による支出 △10,514  △27,077  △16,562  

８ 投資有価証券の売却による収入 29,739  28,199  △1,540  

９ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △17,622  －　 17,622  

10 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 34,798  －　 △34,798  

11 投資事業組合からの分配額 1,145  －　 △1,145  

12 その他 520  △637  △1,157  

投資活動によるキャッシュ・フロー 37,313  28,986  △8,326  

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１ 短期借入による収入・返済による支出(純額) △11,794  9,333  21,127  

２ 長期借入による収入 －　 5,000  5,000  

３ 長期借入金の返済による支出 △6,227  △6,000  227  

４ 社債の償還による支出 △4,010  △3,200  810  

５ 株式の発行による収入 －　 4,066  4,066  

６ 自己株式の取得による支出 △6,208  △14,080  △7,871  

７ 配当金の支払額 △691  △1,283  △591  

８ 少数株主への株式発行による収入 1,520  －　 △1,520  

９ その他 427  △457  △885  

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,984  △6,620  20,363  

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △25  28  53  

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額(△減少額) 10,989  △2,658  △13,648  

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 71,015  77,357  6,341  

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 429  96  △333  

Ⅷ　連結除外会社の現金及び現金同等物の期首残高 △265  －　 265  

IX　連結除外による現金及び現金同等物の期末残高の減少高 △5,052  △48  5,004  

Ⅹ　連結子会社の合併による現金及び現金同等物の期末残高の増加高 240  －　 △240  

XI　現金及び現金同等物の期末残高 77,357  74,747  △2,610  

比較増減
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 当連結会計年度 
  
１ 連結の範囲に関する事項  (1) 連結子会社 

  連結子会社 ： 37社 

   ㈱ジェー・アイ・イー・シー、㈱ベリサーブ、コスモ証券㈱ 他

34社 

   新規連結 ㈱ＣＳＫシステムズ、ＣＳＫプリンシパルズ㈱、㈱Ｃ

ＳＫ－ＩＳ 他２社 

   連結除外 Kibo Group, Inc. 

    ㈱ＣＳＫシステムズは、平成17年10月１日付で会社分割により

当社の事業を承継し、ＣＳＫシステムズ分割準備㈱から社名変更

しております。また、同社は、同日付で当社の連結子会社である

日本フィッツ㈱を吸収合併しております。 

    ＣＳＫプリンシパルズ㈱については、重要性が高まったため、

当連結会計年度から連結子会社に含めております。 

    ㈱ＣＳＫ－ＩＳは、当連結会計年度において新たに設立したこ

とにより連結子会社に含めております。 

    Kibo Group, Inc.については、清算手続き中であるため、当連

結会計年度末において連結子会社から除外しております。 

    ＣＳＫファイナンス㈱、㈱サービスウェア・コーポレーション、

コスモ証券㈱及びビジネスエクステンション㈱の連結にあたっ

ては、各社の連結財務諸表を基礎としております。 

  (2) 主要な非連結子会社の名称等 

  東京グリーンシステムズ㈱ 

   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、

持分に見合う当期純損益及び利益剰余金等は、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、連結の範囲から除外してお

ります。 
２ 持分法の適用に関する事項  (1) 持分法適用会社 ： 該当ありません。 

   ネクストコム㈱については、所有する株式を譲渡したため、当中

間連結会計期間末において持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

   持分法を適用していない非連結子会社(東京グリーンシステムズ

㈱他)及び関連会社(Ｍ＆Ｃビジネスシステムズ㈱他)は、それぞれ、

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性が低いため、持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

  (2) 持分法の適用にあたり発生した投資差額は、発生日以降５年間で

均等償却しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する

事項 
   すべての連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しておりま

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及び評価方法 

   ①有価証券 

    売買目的有価証券(証券業におけるトレーディング商品) 

     時価法を採用しております。 

    満期保有目的の債券 

     償却原価法を採用しております。 

    子会社株式及び関連会社株式 

     非連結子会社株式及び持分法非適用関連会社株式について

は、移動平均法による原価法を採用しております。 
    その他有価証券(金融サービス運用資産及び営業投資有価証券

を含む) 

     時価のあるもの 

      期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。 

(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主とし 

て移動平均法により算定しております。) 

     時価のないもの 

      主として移動平均法による原価法を採用しております。 

   ②デリバティブ 

     時価法を採用しております。  
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項目 当連結会計年度 

  
   ③たな卸資産 

    主として、個別法又は移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

   有形固定資産については、当社及び連結子会社は定率法を採用し

ております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(建物

付属設備を除く)については、定額法を採用しております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

   建物及び構築物 ２年～50年 

    無形固定資産については、定額法を採用しております。ただし、

ソフトウェアについては、自社利用目的のソフトウェアは社内にお

ける利用可能期間に基づく定額法、販売目的のソフトウェアは主と

して見込販売収益に基づく償却額と見積効用年数に基づく均等配

分額とを比較し、いずれか大きい金額を計上しております。 

   また、借地権(定期借地権)については契約年数を基準とした定額

法を採用しております。 

  (3) 重要な繰延資産の処理方法 

   新株発行費は支出時に全額費用処理しております。 
  (4) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

   金銭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、支給見込額を計上しておりま

す。 

   ③開発等損失引当金 

   システム開発、システム運営管理等の事業に係る不採算案件につ

いて発生が見込まれる損失額を計上しております。 

   ④事業所移転損失引当金 

   事業所移転に伴い、発生が見込まれる固定資産除却損、原状回復

費用、その他移転関連費用等について合理的な見積り額を計上して

おります。 

   ⑤退職給付引当金 

   従業員への退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 

   なお、一部の連結子会社は、当連結会計年度末において年金資産

見込額が退職給付債務見込額から会計基準変更時差異の未処理額

及び未認識数理計算上の差異を控除した額を超過しているため、超

過額を「前払年金費用」(投資その他の資産)に計上しております。

   会計基準変更時差異については、主に15年による按分額を費用処

理しております。 

   数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定年数による定額法により、発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。 

   過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数による定額法により、発生時から費用処理してお

ります。 

   ⑥役員退職慰労金引当金 

   当社及び一部の連結子会社は、役員への退職慰労金支給に備える

ため、内規による必要額を計上しております。 

   なお、当社は内規を改定し、平成15年６月26日の定時株主総会後、

必要額は増加いたしません。 

  (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、連結決算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。 

  (6) 重要なリース取引の処理方法 

   当社及び連結子会社は、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。 
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項目 当連結会計年度 
  
  (7) 重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっております。また、為替予約等について振

当処理の要件を満たしている場合には、振当処理を採用しておりま

す。 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 

    為替予約取引、通貨オプション取引、通貨スワップ取引、外貨

建有価証券、外貨建定期預金、金利スワップ取引等 

   ヘッジ対象 

    外貨建金銭債務、外貨建購入予定取引、長期借入金金利等 

  ③ヘッジ方針 

   社内規程に基づき、通常業務を遂行する際の為替及び金利変動リ

スクをヘッジしております。なお、短期的な売買差益を獲得する目

的(トレーディング目的)や、投機目的のためにデリバティブ取引を

行うことはありません。 

  ④ヘッジの有効性評価の方法 

   ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動額を比較すること等によっ

てヘッジの有効性を判断しております。 

  (8) 金融サービス事業における会計処理 

  ①金融サービス運用資産 

   匿名組合への出資 

    匿名組合への出資による資金運用取引については、組合から得

られた分配金を売上として計上しております。 

   株式 

    株式を対象とする資金運用取引については、売却益（売却損）

相当額を売上（売上原価）として計上しております。 

   投資事業組合等への出資 

    投資事業組合等への出資による資金運用取引については、最近

の財産及び損益の状況に基づいて、組合等の利益（損失）の持分

相当額を純額で売上（売上原価）として計上しております。なお、

組合等がその他有価証券を保有している場合で当該有価証券に

評価差額が発生している場合には、評価差額に対する持分相当額

をその他有価証券評価差額金に計上しております。 

  ②営業投資有価証券 

   自らが業務執行組合員となっている投資事業組合等については、

最近の財産及び損益の状況に基づいて、組合等の資産・負債・収益・

費用を持分割合に応じて計上しております。 

  (9) プリペイドカード事業における第三者型カード発行の会計処理 

   第三者型カード発行の会計処理は、発行したカードの券面金額を

カード預り金に計上し、使用に応じて使用金額をカード預り金から

取崩しております。 

   また、法人税法の「発行年度ごとに区分管理する方法」に準拠し、

過去の使用実績率に基づき算出した、使用されないと見込まれる金

額をカード預り金から取崩し、営業外収益のカード退蔵益に計上し

ております。 

  (会計方針の変更) 

   従来、第三者型カード発行の会計処理は、カードの発行時に券面

金額を売上高に計上し、カードの使用時にカードの使用金額を売上

原価に計上するとともに、カードの未使用残高に対する見積原価を

売上原価に追加計上しておりましたが、当連結会計年度より、発行

したカードの券面金額をカード預り金に計上し、使用に応じて使用

金額をカード預り金から取崩す方法に変更しました。 

   また、カードの未使用残高のうち使用されないと見込まれる金額

については、売上原価から控除する方法から営業外収益に計上する

方法に、券面金額を上回る使用可能額については使用時に費用処理

する方法から発行時に費用処理する方法にそれぞれ変更しました。
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項目 当連結会計年度 
  
    これらの変更は、近年営業の結果、ギフト用カードの発行の増加

に伴う広告料収入等(券面金額を超える部分)の増加により収益構

造の変化が認められ、また利用加盟店の増加や加盟店との条件改定

に伴う受取決済手数料の安定化により収益基盤が確立してきたこ

とから、営業実態をより明瞭に表すために行ったものであります。

    これらの変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、売上高は

58,424百万円、売上原価は57,865百万円、営業利益は924百万円、

経常利益は15百万円、税金等調整前当期純利益は109百万円の減少

となりました。 

   また、これらの変更に伴い、発行したカードの券面金額に対応す

る債権を売掛金から流動資産のその他(当連結会計年度末残高

2,891百万円)に、カードの未使用残高に対する使用見込額をカード

未精算勘定からカード預り金(当連結会計年度末残高38,977百万

円)に、カード利用額に対応する債務を買掛金から流動負債のその

他(当連結会計年度末残高4,648百万円)として表示しております。

   なお、セグメント情報に与える影響は、28ページの「セグメント

情報」に記載しております。 

  (10) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

  ①消費税等の処理方法 

   税抜方式によっております。 

  ②連結納税制度 

   連結納税制度を適用しております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価

に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債については、全面時価評価法を採用し

ております。 

６ 連結調整勘定の償却に関する事項   連結調整勘定は、原則として５年均等償却をしております。ただ

し、金額の僅少なものについては発生年度に一時に償却しておりま

す。 

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作成しております。 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

  連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引出可能な預金及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

ヶ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。  

 

 

会計方針の変更 
 

項目 当連結会計年度 
  
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))及び「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。 

これは、同会計基準及び同適用指針が当連結会計年度より適用される

ことに伴うものであります。 

 これにより税金等調整前当期純利益は、3,379百万円減少しておりま

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。 
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表示方法の変更 
 

当連結会計年度 
 

(連結損益計算書) 

１ 前連結会計年度において区分掲記しておりました営業外収益の「投資事業組合収益」(当連結会計年度154

百万円)は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度においては、営業外収益の「そ

の他」に含めて表示しております。 

２ 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「助成金収入」(前連結会計

年度403百万円)は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度においては、区分掲記して

おります。 

３ 前連結会計年度において区分掲記しておりました営業外費用の「リース契約解約損」(当連結会計年度3百

万円)は、営業外費用の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度においては、営業外費用の「そ

の他」に含めて表示しております。 

４ 前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「保険損失」(前連結会計年

度82百万円)は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度においては、区分掲記してお

ります。 

５ 前連結会計年度において特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産売却益」(前連結会

計年度16百万円)は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度においては、区分掲記して

おります。 

６ 前連結会計年度において区分掲記しておりました特別損失の「投資有価証券評価損」(当連結会計年度295

百万円)は、特別損失の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度においては、特別損失の「その

他」に含めて表示しております。 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

１ 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「固

定資産除却損・売却損益(△利益)」(前連結会計年度948百万円)は、その重要性が高くなったことから、当連

結会計年度においては、区分掲記しております。 

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券評価

損」(当連結会計年度295百万円)は、その重要性が低くなったことから、当連結会計年度においては、営業活

動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しております。 

３ 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「た

な卸資産の増減額(△増加額)」(前連結会計年度137百万円)は、その重要性が高くなったことから、当連結会

計年度においては、区分掲記しております。 

４ 前連結会計年度において区分掲記しておりました営業活動によるキャッシュ・フローの「営業投資有価証券

の増減額(△増加額)」(当連結会計年度△82百万円)は、その重要性が低くなったことから、当連結会計年度に

おいては、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しております。 

５ 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「敷

金保証金の増減額(△増加額)」(前連結会計年度△332百万円)は、その重要性が高くなったことから、当連結

会計年度においては、区分掲記しております。 

６ 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「定

期預金の預入・払戻(純額)」(前連結会計年度127百万円)は、その重要性が高くなったことから、当連結会計

年度においては、区分掲記しております。 

７ 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「有

形固定資産の売却による収入」(前連結会計年度646百万円)は、その重要性が高くなったことから、当連結会

計年度においては、区分掲記しております。 

８ 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました「無

形固定資産の売却による収入」(前連結会計年度3百万円)は、その重要性が高くなったことから、当連結会計

年度においては、区分掲記しております。 

９ 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」に含めて表示しておりました「株

式の発行による収入」(前連結会計年度702百万円)は、その重要性が高くなったことから、当連結会計年度に

おいては、区分掲記しております。 

10 前連結会計年度において区分掲記しておりました財務活動によるキャッシュ・フローの「少数株主への株式

発行による収入」(当連結会計年度33百万円)は、その重要性が低くなったことから、当連結会計年度において

は、財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しております。  
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追加情報 
    

当連結会計年度 
 

(税金更正に係る偶発事象) 

当社及び連結子会社のＣＳＫファイナンス㈱(以下 連結子会社)は、平成16年３月期に係る法人税の更正通知

を、平成17年８月１日に国税当局より受領しております。更正の主たる内容は、グループ再編の対象となった子

会社株式の評価額等に関するものであります。 

当社及び連結子会社は、当該更正処分は承服できる内容ではないことから、全処分の取消しを求め、平成17年

８月９日付で異議申立書を東京国税局長宛に提出いたしましたが、現時点において東京国税局より異議申立書に

対する回答は入手しておりません。 

なお、東京国税局からの更正通知の内容を仮にすべて反映させた場合の当連結会計年度における影響額は、当

社の繰延税金資産の取崩しに係る影響額21億円、連結子会社の税額40億円となります。 

また、連結子会社の税額40億円については納付しており、当該納付額は連結貸借対照表上の流動資産の部「そ

の他」に含めております。 

 

 
注記事項 

   (連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                   25,290百万円

１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                   20,851百万円 
２ 金融サービス運用資産のうち主要なものは以下の

とおりであります。 

  匿名組合への出資         32,780百万円

  株式                6,120百万円

２ 金融サービス運用資産のうち主要なものは以下の

とおりであります。 

  匿名組合への出資         57,078百万円 

  株式               23,635百万円 

３ 貸出コミットメント 

 貸手側 

  当社が中心となって、グループ全体の効率的な資金

運用・調達を行うため、ＣＳＫグループ・キャッシュ

マネジメントシステム(以下「ＣＭＳ」)を導入してお

ります。 

  当社は、グループ会社21社(全て連結子会社)とＣＭ

Ｓ運営基本契約を締結し、ＣＭＳによる貸付限度額を

設定しております。 

３ 貸出コミットメント 

 貸手側 

  当社が中心となって、グループ全体の効率的な資金

運用・調達を行うため、ＣＳＫグループ・キャッシュ

マネジメントシステム(以下「ＣＭＳ」)を導入してお

ります。 

  当社は、グループ会社29社とＣＭＳ運営基本契約を

締結し、ＣＭＳによる貸付限度額を設定しております。

  これらに基づく当連結会計年度末の貸付見実行残

高は次のとおりであります。（連結子会社分は含めず

記載しております。） 

ＣＭＳによる貸付 

限度額の総額 40百万円

貸付実行残高 -百万円

差引貸付未実行残高 40百万円
 

４ 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。 

   証券取引責任準備金 

        証券取引法第51条 

４ 特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は、

次のとおりであります。 

   証券取引責任準備金 

        証券取引法第51条 

   金融先物取引責任準備金 

        金融先物取引法第81条 

５ 連結子会社の事業目的の整理に伴い、期首現在保有

する「営業投資有価証券」から「金融サービス運用資

産」に12,898百万円振替えております。 
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   (連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１ 特別利益の「投資有価証券売却益」は、主に当社及

び連結子会社が保有する㈱ベルシステム２４及びボ

ーダフォン㈱の株式を譲渡したことによるものであ

ります。 

１ 特別利益の「固定資産売却益」は、主にＣＳＫ青山

ビルを売却したことによるものであります。 

２ 特別損失の「固定資産評価損」は、当社が当連結会

計年度に売却を決定した固定資産について、売却見込

価額まで評価損を計上したものであります。 

２ 特別利益の「投資有価証券売却益」は、主に当社が

保有するネクストコム㈱の株式を譲渡したことによる

ものであります。また当連結会計年度中に売却した金

融サービス運用資産（有価証券）の売却益11,827百万

円のうち、政策投資目的での保有期間に係る時価変動

額5,454百万円が含まれております 

３ 特別損失の「連結調整勘定償却額」は、コスモ証券

㈱の株式を取得したことに係る連結調整勘定を一括

償却したものであります。 

３ 特別損失の「減損損失」の主な内訳は以下のとおり

であります。 

 ①減損損失を認識した主な資産 

場所 用途 種類 

ＣＳＫ情報教育セ

ンター 

(東京都多摩市) 

事務所設備 

教育設備 

土地及び建

物等 

 

新宿センター 

(東京都新宿区) 

大阪梅田センター

(大阪市北区) 

 

 

コールセンタ

ー 

 
建物付属設備 

器具備品 

ソフトウェア 

 
 

 ②資産のグルーピングの方法 

  遊休資産及び売却予定資産においては個別物件単

位で、事業資産においては管理会計上の区分としてお

ります。 

 ③減損損失の認識に至った経緯及び算定方法 

  主に売却予定資産においては、売却予定価格から売

却に伴う費用を控除した価格が帳簿価額より著しく下

回ったため、また事業資産においては、不採算事業に

おける回収可能性の将来キャッシュフローを考慮し、

それぞれ帳簿価額を回収可能価額まで減額したものを

減損損失として認識しております。当該減少額を減損

損失として3,379百万円計上しています。その内訳は、

建物及び構築物1,198百万円、土地642百万円及びその

他(主にソフトウェア)1,539百万円であります。 

 

 (連結剰余金計算書関係) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１ 資本剰余金の部における「自己株式処分差損」は、

主に日本フィッツ㈱、㈱クオカード及びプラザアセッ

トマネジメント㈱の完全子会社化に係るものであり

ます。 

１ 資本剰余金の部における「自己株式処分差損」は、

主に㈱エイ・エヌ・テイの完全子会社化に係るもので

あります。 

２ 利益剰余金の部における「連結子会社の増加による

減少高」は、日本フィッツ㈱の子会社を新規連結した

ことに伴うものであります。 

２ 利益剰余金の部における「連結子会社の減少による

増加高」は、Kibo Group, Inc.の連結除外に伴うもの

であります。 
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   (連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

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 
(平成17年３月31日現在)

現金及び預金勘定 77,510百万円 
有価証券勘定 5,965百万円 

合計 83,475百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期
預金又は担保差入の定期預金 

△733百万円 

償還期間が３ヶ月を超える公社
債投資信託及び国債など 

△5,385百万円 

現金及び現金同等物 77,357百万円 
 

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 
(平成18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 77,444百万円 
有価証券勘定 3,910百万円 

合計 81,355百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期
預金又は担保差入の定期預金 

△2,889百万円 

償還期間が３ヶ月を超える公社
債投資信託及び国債など 

△3,718百万円 

現金及び現金同等物 74,747百万円 
 

２ 自己株式の取得による支出は、連結子会社の自己株

式の取得による支出を含めております。 

２          同左 
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 セグメント情報 
 
（１）事業の種類別セグメント情報 

(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） 

区分 情報 

サービス 

事業 

金融 

サービス 

事業 

証券事業 
プリペイド

カード事業
計 

消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高 
 

 (1)外部顧客に対する売上高 235,606 10,721 20,727 52,937 319,993 － 319,993

(2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
572 － 2 34 608 (608) －

計 236,178 10,721 20,730 52,972 320,602 (608) 319,993

 営業費用 222,034 3,668 18,433 52,270 296,406 (459) 295,947

 営業利益 14,144 7,052 2,296 701 24,195 △149 24,046

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出 

  資産 

  減価償却費 

  資本的支出 

117,397

5,470

5,939

70,710

73

40

157,984

570

995

26,567

114

530

 

372,660 

6,229 

7,505 

82,976

5

－

455,637

6,234

7,505

      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 情報 

サービス 

事業 

金融 

サービス 

事業 

証券事業 
プリペイド

カード事業
計 

消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 197,467 14,207 26,636 2,843 241,154 － 241,154

(2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
647 990 14 5 1,657 (1,657) －

計 198,115 15,198 26,650 2,848 242,812 (1,657) 241,154

 営業費用 188,437 4,503 20,933 3,059 216,934 (917) 216,016

 営業利益又は営業損失(△) 9,677 10,695 5,716 △211 25,877 △740 25,137

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び資

本的支出 

  資産 

  減価償却費 

  減損損失 

  資本的支出 

85,394

3,153

2,327

3,099

114,019

39

－

79

218,011

674

83

848

29,645

181

22

122

 

 

447,071 

4,049 

2,433 

4,149 

96,062

1,820

946

3,803

543,134

5,870

3,379

7,953

(注)１ 事業セグメント区分の方法及び各区分に属する主要なサービスの名称 

   情報サービス事業    システム開発、システム運営管理、コンピュータ機器の保守、データエントリー、 

               コンピュータ関連のコンサルティング及び教育等のサービス事業、業務運用、 

               コンピュータ及びコンピュータ関連の周辺機器・消耗品等の販売事業、 

               コンピュータビル等の工事請負事業、コンピュータビルの賃貸事業 

   金融サービス事業    投資事業組合・匿名組合・不動産・株式等への投資事業、ベンチャーキャピタル事業、投資信託委託業等 

   証券事業        証券業、証券業付随業務等 

   プリペイドカード事業  プリペイドカードの発行・精算事業、カードシステムの開発・販売事業 

 

  ２ 資産のうち消去又は全社は、主として親会社運用資金(現金等)、長期投資資金(投資有価証券等)等に係る資産であります。また、営

業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、平成 17 年 10 月 1 日の会社分割前の当社の管理部門等に係る費用及

び会社分割後の当社で発生した費用であります。 

 
(会計方針の変更) 

 当連結会計年度 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４（9）」に記載のとおり、当連結会計年度より、プリペイドカード事業における

第三者型カード発行の会計方針を変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合と比較して、プリペイドカード事業における売上高は 58,424 百万円、営業費用は 57,500 百万円、

営業利益は 924 百万円それぞれ減少しております。 
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（２）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） 

  全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも 90％を超 

  えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 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） 

  全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも 90％を超 

  えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

（３）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） 

  海外売上高は、連結売上高の 10％未満のため、記載を省略しております。 

 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、連結売上高の 10％未満のため、記載を省略しております。 

 

 

 

 

 

 

関連当事者との取引 
 

 

前連結会計年度 

  該当事項はありません。 

 

 

当連結会計年度 

  該当事項はありません。 
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税効果会計関係 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (単位：百万円)

 繰延税金資産 

  繰越欠損金 28,315

  貸倒引当金損金算入限度超過額 926

  有価証券評価損損金算入否認額 4,248

  賞与引当金損金算入否認額 2,477

  未実現利益 382

  退職給与引当金損金算入否認額 674

  未払事業税 391

  減価償却費損金算入限度超過額 311

  固定資産評価損損金算入否認額 1,596

  開発等損失引当金損金算入否認額 494

  その他 4,313

 繰延税金資産小計 44,131

 評価性引当額 20,066

 繰延税金資産合計 24,064

 繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 6,007

  前払年金費用 1,869

  その他 7

 繰延税金負債合計 7,883

 繰延税金資産の純額 16,181
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (単位：百万円)

 繰延税金資産 

  繰越欠損金 13,105

  貸倒引当金損金算入限度超過額 959

  有価証券評価損損金算入否認額 704

  賞与引当金損金算入否認額 2,539

  未実現利益 389

  未払事業税 1,355

  減価償却費損金算入限度超過額 374

  開発等損失引当金損金算入否認額 1,291

  減損損失損金算入否認額 1,387

    退蔵益未計上益金算入 2,572

  匿名組合利益未計上益金算入 1,098

    その他 6,476

 繰延税金資産小計 32,254

 評価性引当額 14,970

 繰延税金資産合計 17,284

 繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金 8,757

  前払年金費用 1,332

  その他 391

繰延税金負債合計 10,481

 繰延税金資産の純額 6,803

 
 

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 

 (単位：％)

 国内の法定実効税率 40.7 

 (調整)  

  交際費等永久に損金に算入されない項目 0.5 

  住民税均等割 0.4 

  持分法による投資利益 △0.2 

  連結調整勘定償却額 7.8 

  持分変動損失 0.4 

  評価性引当額の増減 △6.1 

  投資有価証券売却益 2.6 

  投資有価証券売却損 △1.4 

  その他 △0.4 

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.3 
 

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 

 (単位：％)

 国内の法定実効税率 40.7 

 (調整)  

  交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7 

  住民税均等割 0.6 

  持分法による投資利益 △0.2 

  連結調整勘定償却額 0.3 

  評価性引当額の増減 △8.7 

  投資有価証券売却益 2.7 

    その他 0.0

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.1 
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リース取引 
 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行なうため記載は省略しております。 

 

 

デリバティブ取引 
 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行なうため記載は省略しております。 

 



前連結会計年度

 １．売買目的有価証券（証券業におけるトレーディング商品） （単位：百万円）

種類 資産 負債 評価差額
　(1)　株券 692 29 7
　(2)　債券 10,922 4,799 58
　(3)　受益証券等 － － －

合計 11,615 4,829 66

 ２．満期保有目的の債券で時価のあるもの　 （単位：百万円）

種類 連結貸借対照表計上額 時価 差額
(1)国債・地方債 16,663 16,730 66

時価が連結貸借対照表 (2)社債 － － －
計上額を超えるもの (3)その他 － － －

小計 16,663 16,730 66
(1)国債・地方債 3,193 3,179 △ 14

時価が連結貸借対照表 (2)社債 － － －
計上額を超えないもの (3)その他 － － －

小計 3,193 3,179 △ 14
19,857 19,909 52

 ３．その他有価証券で時価のあるもの　 （単位：百万円）

種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額
(1)株式 5,321 13,792 8,470
(2)債券

連結貸借対照表計上額が 　　国債・地方債 － － －
取得原価を超えるもの 　　社債 － － －

　　その他 － － －
(3)その他 6,544 11,282 4,737

小計 11,866 25,075 13,208
(1)株式 1,086 844 △ 242
(2)債券

連結貸借対照表計上額が 　　国債・地方債 － － －
取得原価を超えないもの 　　社債 98 84 △ 14

　　その他 － － －
(3)その他 997 898 △ 98

小計 2,183 1,827 △ 355
14,049 26,902 12,853

  上表の(1)株式にはＣＳＫファイナンス㈱が保有する金融サービス運用資産のうち、その他有価証券（株式）に該当する6,120百万円（連結貸
　借対照表計上額）を含めております。
  また(3)その他には、ＣＳＫベンチャーキャピタル㈱が業務執行組合員となっている投資事業組合に対する出資持分 （連結貸借対照表上「営
  業投資有価証券」）を含めております。

 ４．前連結会計年度中に売却したその他有価証券　 （単位：百万円）

売却額 売却益の合計 売却損の合計
40,780 23,254 394

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額
(1)満期保有目的の債券 －
(2)その他有価証券

580
　　非上場株式 6,976
　　非上場債券 233
　　投資事業組合に対する出資持分 3,796
(3)子会社及び関連会社株式 5,461

 ６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的債券の今後の償還予定額 （単位：百万円）

種類 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
(1)債券
　　国債・地方債 5,385 14,471 － －
　　社債 － 84 － －
　　その他 － － － －
(2)その他 － － 2,540 －

合計 5,385 14,556 2,540 －

有価証券

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

合計

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）

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）
種類

　　マネー・マネジメント・ファンド等

 ５．時価評価されていない主な有価証券の内容
     及び連結貸借対照表計上額

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）

合計

前連結会計年度（平成17年３月31日現在）
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当連結会計年度

 １．売買目的有価証券（証券業におけるトレーディング商品） （単位：百万円）

種類 資産 負債 評価差額
　(1)　株券 1,417 50 38
　(2)　債券 9,350 4,670 △ 40

合計 10,768 4,720 △ 2

 ２．満期保有目的の債券で時価のあるもの　 （単位：百万円）

種類 連結貸借対照表計上額 時価 差額
(1)国債・地方債 2,730 2,731 1

時価が連結貸借対照表 (2)社債 － － －
計上額を超えるもの (3)その他 － － －

小計 2,730 2,731 1
(1)国債・地方債 17,809 17,575 △ 233

時価が連結貸借対照表 (2)社債 － － －
計上額を超えないもの (3)その他 － － －

小計 17,809 17,575 △ 233
20,539 20,307 △ 231

 ３．その他有価証券で時価のあるもの　 （単位：百万円）

種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額
(1)株式 22,334 33,858 11,524
(2)債券

連結貸借対照表計上額が 　　国債・地方債 － － －
取得原価を超えるもの 　　社債 － － －

　　その他 － － －
(3)その他 5,202 13,736 8,533

小計 27,537 47,594 20,057
(1)株式 1,150 1,005 △ 144
(2)債券

連結貸借対照表計上額が 　　国債・地方債 10 9 △ 0
取得原価を超えないもの 　　社債 98 92 △ 6

　　その他 － － －
(3)その他 17,489 17,279 △ 209

小計 18,748 18,388 △ 360
46,286 65,983 19,696

　(3)その他には、投資信託や投資事業組合等への出資を含めております。

 ４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券　 （単位：百万円）

売却額 売却益の合計 売却損の合計
14,689 12,749 15

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額
(1)満期保有目的の債券 －
(2)その他有価証券

191
　　非上場株式 10,093
　　非上場債券 181
　　投資事業組合に対する出資持分 1,932
(3)子会社及び関連会社株式 1,080

 ６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的債券の今後の償還予定額 （単位：百万円）

種類 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
(1)債券
　　国債・地方債 3,636 16,904 8 －
　　社債 92 － － －
　　その他 － － － －
(2)その他 － 50 17,101 －

合計 3,728 16,954 17,110 －

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

合計

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

合計

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）

 ５．時価評価されていない主な有価証券の内容
     及び連結貸借対照表計上額

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）

　　マネー・マネジメント・ファンド等

当連結会計年度（平成18年３月31日現在）
種類
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退職給付関係 
 

(１) 採用している退職給付制度の概要 

 当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。

また、当社及び一部の連結子会社は、平成16年４月１日に厚生年金基金制度及び退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度

へ移行しております。 

 なお、当社及び一部の連結子会社は、平成16年４月１日に厚生年金基金の代行部分について厚生労働大臣から過去分返上の認可

を受けて厚生年金基金制度から企業年金基金制度(ＣＳＫ企業年金基金)に変更しております。 

 

(２) 退職給付債務に関する事項 

 

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）

①退職給付債務 25,323百万円 26,021百万円

②年金資産 △21,269百万円 △28,572百万円

③未積立退職給付債務（①＋②） 4,054百万円 △2,551百万円

④会計基準変更時差異の未処理額 △2,580百万円 △2,322百万円

⑤未認識数理計算上の差異 △3,295百万円 2,355百万円

⑥未認識過去勤務債務(債務の減額) △1,570百万円 36百万円

⑦連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤＋⑥） △3,393百万円 △2,481百万円

⑧前払年金費用 △4,522百万円 △3,269百万円

⑨退職給付引当金（⑦－⑧） 1,129百万円 787百万円

 (注) 一部の連結子会社は、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。 

 

(３) 退職給付費用に関する事項 

 

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勤務費用 1,697百万円 1,514百万円

②利息費用 581百万円 592百万円

③期待運用収益 △199百万円 △233百万円

④会計基準変更時差異の費用処理額 260百万円 258百万円

⑤数理計算上の差異の費用処理額 500百万円 441百万円

⑥過去勤務債務の費用処理額 392百万円 392百万円

⑦退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） 3,234百万円 2,965百万円

⑧確定拠出年金制度への一部移行に伴う損益 △56百万円 －百万円

⑨その他 151百万円 613百万円

  合計（⑦＋⑧＋⑨） 3,329百万円 3,578百万円

(注)１ 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「勤務費用」に含めて記載しております。 

２ 非連結子会社等が負担する出向者にかかる退職給付費用を控除しております。 

３ 「その他」の内訳は、次のとおりであります。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

確定拠出年金掛金の支払額 318百万円 253百万円

厚生年金基金代行返上益等 △404百万円 －百万円

退職金等 237百万円 360百万円

 

 (４) 退職給付債務等の計算基礎に関する事項 

 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退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

②割引率 2.0～3.0％ 2.0～2.5％ 

③期待運用収益率 1.0％ 1.0％ 

④会計基準変更時差異の処理年数 1～15年 1～15年 

⑤数理計算上の差異の処理年数 1～12年 1～12年 

⑥過去勤務債務の額の処理年数 1～12年 1～12年  



生産、受注及び販売の状況

（１） 生産の実績

当連結会計年度における生産の実績は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

情報サービス事業 192,288      △6.9%     

(注) 情報サービス事業には、機器販売に係る仕入は含まれておりません。

（２） 受注の実績

当連結会計年度における受注の実績は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

前年同期比（％） 前年同期比（％）

情報サービス事業 228,884        △18.6% 86,934         ＋3.6% 

（３） 販売の実績

当連結会計年度における販売の実績は以下のとおりであります。

(単位:百万円)

情報サービス事業 197,467      △16.2%     

金融サービス事業 14,207      ＋32.5%     

証券事業 26,636      ＋28.5%     

プリペイドカード事業 2,843      △94.6%     

合計 241,154      △24.6%     

（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　「(1) 生産の実績」の金額は、販売価格によっております。

３　「(1) 生産の実績」及び「(2) 受注の実績」は、当社及び連結子会社の総額を記載しております。

４　「(1) 生産の実績」、「(2) 受注の実績　受注高」及び「(3) 販売の実績」における情報サービス事業の主な

　　減少は、前連結会計年度中における連結子会社２社の連結除外によるものであります。

５　「(3) 販売の実績」におけるプリペイドカード事業の減少は、売上計上基準の変更(「連結財務諸表作成のため

　　の基本となる重要な事項」４ (9)参照)によるものであります。

　　なお、プリペイドカード事業におけるカードの発行高は58,394百万円であります。

生産高
前年同期比（％）

事業の種類別セグメントの名称

前年同期比（％）
事業の種類別セグメントの名称 販売高

事業の種類別セグメントの名称 受注高 受注残高
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