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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 12,581 11.9 1,184 22.6 1,229 23.3 608 △43.9

18年３月期 11,242 5.1 966 27.4 996 30.3 1,085 43.5

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 86 65 － － 10.6 15.0 9.4

18年３月期 154 46 － － 21.7 14.1 8.6

（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 8,803 5,999 68.1 853 83

18年３月期 7,621 5,515 72.4 785 12

（参考）自己資本 19年３月期 5,996百万円 18年３月期 －百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 1,365 △605 △92 2,599

18年３月期 1,298 △769 △237 1,932

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 0 00 13 00 13 00 91 8.4 1.8

19年３月期 0 00 20 00 20 00 140 23.1 2.4

20年３月期（予想） 0 00 23 00 23 00 － 22.1 －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 6,200 3.3 420 2.3 450 6.4 250 1.4 35 60

通期 13,400 6.5 1,220 3.0 1,280 4.1 730 19.9 103 94

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 －社  除外 －社  

 

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、23ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 7,636,368株 18年３月期 7,636,368株

②　期末自己株式数 19年３月期 613,148株 18年３月期 611,830株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 10,208 4.4 885 8.1 986 9.9 466 △54.9

18年３月期 9,776 4.9 818 13.2 897 17.0 1,034 32.9

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 66 48 － －

18年３月期 147 15 － －

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 8,149 5,678 69.7 808 49

18年３月期 7,216 5,338 74.0 759 96

（参考）自己資本 19年３月期 5,678百万円 18年３月期 －百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 4,800 △1.2 280 1.1 340 7.2 190 1.2 27 05

通期 10,000 △2.0 890 0.5 1,010 2.4 570 22.1 81 16

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおり

ます。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の3ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度における我が国経済は、企業業績の改善、設備投資の増加に加えて、雇用環境が改善したことな

どにより、景気は回復基調で推移しました。

　当社グループが属する情報サービス産業界においては、技術者の不足や開発案件の小型化、低価格化など厳しい

環境にありましたが、全体としては企業業績改善による情報化投資の増加やアウトソーシング需要の高まりにより

好調な引合いが続きました。

　このような環境の中で、当社グループの連結業績は、システムコア開発事業やネットワークサポート事業を中心

に堅調に推移し、売上高及び経常利益は前連結会計年度を上回りました。

　この結果、当連結会計年度の売上高は12,581百万円で前連結会計年度比1,338百万円（11.9％増）の増収となり

ました。営業利益につきましては1,184百万円で前連結会計年度比218百万円（22.6％増）、経常利益につきまして

は1,229百万円で前連結会計年度比232百万円（23.3％増）とそれぞれ増益となりました。当期純利益につきまして

は、過年度の合併に伴う税務上の繰越欠損金の処理が終了し、法人税等の負担が大幅に増加したことや、繰延税金

資産を一部取崩したことなどの影響により、608百万円となり前連結会計年度比476百万円（43.9％減）の減益とな

りました。

　なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

（イ）システムコア開発事業

　半導体設計、携帯電話のソフトウェア開発、コンピュータハードウェア設計のいずれの業務も好調に推移

したことにより、売上高は4,322百万円（前連結会計年度比12.5％増）、営業利益は1,314百万円（同20.2％

増）となりました。

（ロ）アプリケーションソフトウェア事業

　受注ソフトウェア開発を中心に堅調に推移し、売上高は3,841百万円（前連結会計年度比5.2％増）、営業

利益は421百万円（同49.4％増）となりました。

（ハ）ネットワークサポート事業

　ネットワークシステムの構築支援、運用・保守サービス業務及びサポートセンター業務ともに受注は好調

で、売上高は3,492百万円（前連結会計年度比16.3％増）、営業利益は622百万円（同13.6％増）となりまし

た。

（ニ）情報処理事業等

　医療機関におけるレセプトの電子化促進などの影響により市場は縮小傾向にありますが、健康保険組合の

給付関連業務のアウトソーシングや地方自治体へのオペレーター派遣などの周辺業務を中心に営業を強化し

ました。なお、当連結会計年度は拠点移転費用や介護施設開設費用が発生しております。

　この結果、売上高は924百万円（前連結会計年度比24.2％増）、営業利益は32百万円（同44.1％減）とな

りました。

　次期の見通しにつきましては、引き続き企業収益の回復・改善を背景にＩＴ投資も含めた設備投資が増加し、国

内景気は堅調に推移するものと予想され、国内のＩＴ環境は、ネットワークの高速化や、ワンセグに代表される携

帯電話の高機能化、家電の情報化に向けての進化など、ユビキタス社会の実現に向かって確実に歩み続けていま

す。

　このような環境の中で当社グループは、ユビキタス社会実現の基礎となるシステムＬＳＩ開発、携帯電話の組込

みソフトウェア開発、各種のアプリケーションソフトウェア開発、そしてネットワークの構築・保守など、いずれ

の事業も堅調に推移しており、当社グループにとっては良好な環境となっております。

　しかし、一方では雇用環境が改善したことや大手企業の採用数増加に伴って技術者不足が続いております。当社

グループは、年々採用環境が厳しくなっていく中で、新卒者の採用と併行して中途採用を積極的に行っております

が、その対策の一環として、当連結会計年度において関西支社と九州支社を開設した結果、応募者が増加しその効

果が現れてきております。

　さらに、ソフトウェアサービスの低価格化、開発コスト削減のための海外シフト、世界規模で進む半導体事業の

再編問題など、当社グループの事業に影響を及ぼすと考えられるさまざまな課題がありますが、こうした課題に対

しては新技術への取り組み、プロジェクト管理の徹底によるコスト改善、新規顧客企業の開拓などによって解決を

図ってまいります。また、社員の技術力向上とリーダーシップの育成は、事業拡大のために不可欠な要素であり、

そのために社内研修機関であるＫＳＫカレッジの機能充実、社内外の研修の拡充など能力向上のために積極的な投

資を行ってまいります。

　なお、企業の社会的責任を果たすためにＣＳＲ担当部署を設け法令遵守の徹底を推進するとともに、内部統制シ

ステムの構築、金融商品取引法への対応、環境ＩＳＯ、品質ＩＳＯ、プライバシーマークの取得及び情報セキュリ

ティ対策の強化などに取り組んでまいります。

　これらにより、次期の連結業績の予想といたしましては、売上高13,400百万円、営業利益1,220百万円、経常利

益1,280百万円、当期純利益730百万円を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の資産につきましては、総資産が8,803百万円で前連結会計年度末比1,182百万円の増加（前連

結会計年度末比15.5％増）となりましたが、これは主に現金及び預金が657百万円、売掛金が302百万円、投資有価

証券が322百万円それぞれ増加したことによるものであります。

　負債につきましては、2,804百万円で前連結会計年度末比700百万円の増加（前連結会計年度末比33.3％増）とな

りましたが、これは主に過年度における合併に伴う税務上の繰越欠損金の処理が終了し、法人税等が大幅に増加し

たため未払法人税等が406百万円増加したことや、未払費用が93百万円、賞与引当金が90百万円それぞれ増加した

ことによるものであります。

　純資産につきましては、5,999百万円となりましたが、これは主に利益剰余金が517百万円増加した一方、その他

有価証券評価差額金が34百万円減少したことによるものであります。

 ②キャッシュ・フローの状況

  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、前連結会計年度より

667百万円増加し、当連結会計年度末には2,599百万円となりました。

  当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次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1,365百万円（前連結会計年度比5.1％増）となりましたが、これは主に法人税等

が還付から支払いに転じた一方、税金等調整前当期純利益が増加したこと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）

  投資活動の結果使用した資金は605百万円（前連結会計年度比21.3%減）となりましたが、これは主に有形固定資

産の取得による支出が増加した一方、投資有価証券の取得による支出が減少したこと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92百万円（前連結会計年度比61.0%減）となりましたが、これは主に前連結会計

年度において短期借入金が純額で減少となったことによるものであります。

     （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 67.4 61.0 68.5 72.4 68.1

時価ベースの自己資本比率

（％）
20.8 41.7 86.0 123.5 66.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
230.7 36.2 43.2 6.2 5.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
18.9 110.9 108.7 614.0 858.0

 自己資本比率：自己資本／総資産

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

（注１）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。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。

（注４）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、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しておりま

す。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は株主への利益還元を経営の重要な課題であると位置付けており、配当決定に当たっては、業績に応じた配

当を行うことを基本方針としております。

  また、内部留保資金につきましては、経営環境の変化や技術革新に備えるとともにパッケージソフトウェアの開

発並びに社員の技術研修、社内情報インフラの整備などに有効投資してまいります。

　この方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、１株当たり２０円を予定しております。

  なお、平成20年３月期の期末配当金につきましては、上記方針のもと、１株当たり２３円を予定しております。

(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり

ます。

　なお、文中に将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において当社グループ

が判断したものであります。

①特定取引先への依存について　

　当社グループの売上高の約40%は日本電気グループに対するものですが、同グループとの契約は長期にわたって

確約されたものではなく、グループ各企業の業績や、事業の再編成、技術の革新等によって契約金額の引き下げや

打ち切り等のリスクがあり、当社グループの経営成績及び事業展開に悪影響を受ける可能性があります。

②市場動向について

　当社グループの主要な事業の一つである、ソフトウェア開発事業において主要顧客である大手ＩＴ企業が、開発

コストの削減を目的に、中国やインドをはじめとするアジア諸国へソフトウェア開発を発注するケースが増えてい

ます。これらのアジア諸国は、単なる安価な労働力としてだけではなく、優秀な技術力が認められてきており、今

後海外への開発発注が増え続ければ、当社グループの経営成績及び事業展開に悪影響を受ける可能性があります。

③顧客企業の事業再編成について

　当社グループの主要顧客である、半導体メーカーや携帯電話メーカーなどにおいて競争力強化や収益改善などを

目的にした提携や合併などの事業再編成が行われています。その結果、当社グループへの発注量が減るなど、当社

グループの経営成績及び事業展開に悪影響を受ける可能性があります。

④人材の確保・育成について

　当社グループの事業は、ソフトウェア開発、組込みソフトウェア開発、ＬＳＩ設計技術、ネットワーク技術等多

くの先端技術に深く関連しています。当社グループでは、これら技術の知識と経験を持った技術者の確保と育成を、

経営の最優先課題と捉えております。ＩＴ業界の基礎技術や応用技術の変化のスピードは非常に早く、当社グルー

プではその対策として、社内に独自の研修機関（ＫＳＫカレッジ）を持ち常に最新技術の動向に対応すべく、グ

ループ社員の研修を常時行っております。しかしながら、雇用環境が改善したことなどにより技術者の雇用が厳し

くなってきたことや、当社の予測以上に技術の変化が進むことにより、必要な時期に的確な人材を確保できずに機

会損失を生じることで、当社グループの経営成績や事業展開に悪影響を受ける可能性があります。

⑤個人情報や秘密情報の漏洩事故によるリスク

　当社グループの事業の中に、情報処理事業がありますが、ここでは顧客企業から預託された個人情報のデータエ

ントリー作業を行っております。この作業で使用しているデータエントリーシステムは、インターネット等の外部

との接続は勿論のこと、社内のネットワークとも分離しているため外部からの侵入による個人情報の漏洩や改竄の

危険性は低くなっております。また、情報処理事業以外の事業においても個人情報や顧客情報などの秘密情報を取

扱う場合があり、こうした情報資産を守るためにプライバシーマークの取得や情報セキュリティ規程を整備するな

ど社員一人一人に対する教育・啓蒙を行い、情報の重要性を理解させています。しかしながら、不注意や不測の事

態により、万が一、個人情報が外部に漏れる事態になった場合には、当社グループの信用失墜による売上の減少や、

個人情報保護保険に加入しておりますが、保険金を上回る損害賠償請求による費用の発生等が起こることも考えら

れ、当社グループの経営成績や事業展開に悪影響を受ける可能性があります。

⑥自然災害等のリスク

　地震、台風、洪水等の自然災害、事故、テロをはじめとした当社グループがコントロールできない事由によって、

当社グループの社員や建物、設備等が被害を被った場合、その被害の大きさによっては当社グループの事業が一時

停止するなどによって、当社グループの経営成績や事業展開に悪影響を受ける可能性があります。
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２．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社をいう。以下、同じ）は、当社、子会社４社により構成されており、事業

の種類別セグメントは、「システムコア開発事業」、「アプリケーションソフトウェア開発事業」、「ネットワーク

サポート事業」、「情報処理事業等」であります。

　当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

事業の種類別セグメント

の名称
事業内容 主要な会社

システムコア開発事業

ＬＳＩ開発・設計

ハードウェアのシステム設計

組込みソフトウェア開発

当社　

（会社総数１社）

アプリケーションソフト

ウェア開発事業

パッケージソフトウェアの開発

アプリケーションソフトウェアの受託開発

ＣＡＤシステム開発

Ｗｅｂシステム開発

当社

㈱ＫＳＫアルパ（連結子会社）

㈱ＫＳＫ九州（連結子会社）

（会社総数３社）

ネットワークサポート事

業

通信・コンピュータ関連システムの構築・現

地調整・運用・保守

ＣＡＤシステムの運用管理

コールセンター業務

当社

㈱ＫＳＫテクノサポート（連結子会社）

 

（会社総数２社）

情報処理事業等
データ入力業務

介護・福祉サービス等

当社

㈱ＫＳＫデータ（連結子会社）

（会社総数２社）

　以上の事項を事業系統図によって示すと次のようになります。

 

サービス提供の流れ 

㈱ＫＳＫテクノサポート 
（連結子会社） 

通信・コンピュータ関連システム 
の構築・現地調整・運用・保守 

得         

意         

先 

株 

式 

会 

社 

Ｋ 

Ｓ 

Ｋ 

㈱ＫＳＫアルパ（連結子会社） 
 ソフトウェア開発 

システムコア開発 

事業 

アプリケーション 

ソフトウェア開発 

事業 

ネットワークサポー

ト事業 

得         

意         

先 情報処理事業等 

㈱ Ｋ Ｓ Ｋ 九 州 （ 連 結 子 会 社 ） 
 ソフトウェア開発 

㈱ＫＳＫデータ（連結子会社） 
 データ入力業務 
 介護・福祉サービス等 
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３．経営方針

(１）会社の経営の基本方針

  当社グループは設立以来、大手ＩＴ企業に対する技術の提供や開発支援並びにパッケージソフトを核としたエンド

ユーザー向けのソリューション提供を中心に事業を推進してまいりました。さらに、ネットワークの高速化と普及・

拡大に伴い、ネットワークシステムの構築・保守業務及びコールセンターなどのネットワークサポート事業、また、

モバイル端末用のＷｅｂサイトの構築やコンテンツ変換ツールの開発など、市場の要求に応じたビジネスを追加し事

業を拡大してまいりました。

  当社グループは、「システムコア開発事業」、「アプリケーションソフトウェア開発事業」及び「ネットワークサ

ポート事業」を主力事業とし、高品質な技術やサービス、製品を提供し、それぞれの顧客企業にご満足していただく

ことで当社グループの企業価値を高め、競争力の強化と事業の成長を図ることを経営の基本方針としております。

  また、企業としての社会的責任を果たすためにＣＳＲ担当部署を設け法令遵守の徹底や内部統制システムの構築、

環境ＩＳＯ、品質ＩＳＯ、プライバシーマーク取得などに取組んでおります。さらに、優秀な技術者の採用と育成は

当社グループ事業推進の生命線であり、新卒者の採用と併行して積極的な中途採用を行うとともに、技術力やリーダー

シップ向上のため社内研修機関であるＫＳＫカレッジの機能充実を図るなど経営資源の投入を行っております。

  この市場の中で勝ち続けていくために、当社グループを支えていただいた多くのお客様に対して「顧客満足度」を

高め、また、当社グループに投資していただいた株主の皆様に対する「株主満足度」を高め、そして、当社グループ

の財産である社員の「従業員満足度」を向上させることにより、より一層企業価値の向上に努めてまいります。

(２）目標とする経営指標

　当社グループの事業環境は、全体としては回復基調にありますが、一方においては技術者の不足等の懸念要因もあ

り、決して楽観できる状況ではありません。

　このような環境の中で当社グループは、利益率の向上を志向し、筋肉質で効率的な企業体質づくりを推進してまい

ります。具体的な指標としては売上高成長率10％、営業利益率10％を目標としております。

(３）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、平成１７年度を初年度とする中期経営計画『ＰＬＡＮＥＴ３０』を策定しております。

この中期経営計画『ＰＬＡＮＥＴ３０』は、当社グループの１０年後の将来を展望して、スタートの３年間を当社グ

ループがエクセレントカンパニーに進化を遂げるための基盤構築と条件整備の期間と位置付けております。

（『ＰＬＡＮＥＴ３０』は『PLAn　for　NExt　Ten　years』と創業３０年をあらわします）

具体的な経営戦略として

Ⅰ）当社グループは、次の３セグメントを中核事業とし経営上のバランスを維持しながら事業を推進する

　①システムコア開発事業

　②アプリケーションソフトウェア開発事業

　③ネットワークサポート事業

Ⅱ）現在の顧客密着型ビジネスを核にしながら、新規ビジネス分野を確立する

　①パッケージ商品などを核にした提案型ビジネスの拡大

　②社内ベンチャー制度導入による新規ビジネスへの参入

Ⅲ)人材育成のために積極的な教育投資を継続する

Ⅳ)市場の変化に対応するために効果的なＭ＆Ａを行う

Ⅴ)価格競争力を維持・強化するために効率経営を徹底する
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セグメント別の事業戦略は次のとおりであります。

【システムコア開発事業】

本事業の主力は半導体設計業務、携帯電話用ソフトウェア開発及びコンピュータのシステム設計や回路設計業務で、

当社のビジネスの中核をなしています。

当連結会計年度における本事業は、半導体設計業務においてはシステムＬＳＩなどを中心に技術者の引合いが増加

しており、売上高は好調に推移いたしました。今後も情報家電や車載用デバイスなど需要は拡大するものと予想して

おり、引き続き人材の育成増強を図ってまいります。また、携帯電話用ソフトウェア開発は、主要取引先の事業再編

の動きなどがありましたが、技術者の需要増は継続しており当連結会計年度の売上高は堅調に推移しました。コン

ピュータシステム設計業務は回路設計等を中心に積極的な営業展開が功を奏し好調に売上を伸ばしております。本セ

グメント事業は、当社の中核事業であり特に組込みソフトウェアの技術者を中心に継続して優秀な人材を育成・投入

してまいります。

【アプリケーションソフトウェア開発事業】

本事業は、大手ＩＴ企業への技術支援業務及びエンドユーザーからの受託ソフトウェア開発、パッケージソフトウェ

アを中核にしたソリューション事業が柱になっております。

当連結会計年度における本事業の売上高は、技術支援事業や受託ソフトウェア開発の受注が堅調に推移したことや、

携帯電話向けサイトのコンテンツ変換ツールの引合いが好調であったことから、全体としては堅調に推移いたしまし

た。

引き続き優秀な技術者の育成と、お客様によりご満足をいただける商品やサービスを提供することで、当社のブラ

ンド力の強化を推進してまいります。

【ネットワークサポート事業】

ネットワークの高速化が進み、その利用も多様化・定着化するにつれて、ネットワークシステムの構築及び保守業

務の受注が引き続き順調な伸びを示しております。また、各種コールセンター業務や、ＣＡＤシステムの運用管理、

ソフトウェアやデータベースの技術サポートなど、サポートセンター業務も堅調に推移しております。今後もネット

ワーク及びサポート市場は更に拡大するものと予測しており、重点的に経営資源の投入を推進してまいります。

【情報処理事業等】

本事業は、官公庁、自治体及び民間企業の健保組合を中心としたデータエントリー業務で、処理するデータの大多

数が個人情報であり機密保持や情報セキュリティの強化が必須となっております。当社はプライバシーマークを取得

しておりますが、個人情報の保護の重要性は日ごとに高まっており情報の取扱に厳重なルールを定めて万全を期し、

受注の拡大を図ってまいります。
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(４）会社の対処すべき課題

  国内におけるＩＴ環境はネットワークの高速化と利用者の増加、携帯電話機の高機能化、ＰＣの家電化に向けての

進化など、ユビキタス社会の実現に向かって確実に歩み続けています。このような事業環境の中で当社グループは、

ユビキタス社会実現の基礎となる各種半導体の設計業務や携帯電話用ソフトウェア開発、ネットワークの構築・保守、

そして使いやすいアプリケーションソフトウェアの開発などいずれの事業も堅調に推移しており、当社グループにとっ

ては良好な環境となっております。しかし、一方では個人情報のセキュリティ問題、ソフトウェアサービスの低価格

化、開発コスト削減のための海外シフト、世界規模で進む半導体事業や携帯電話事業の再編など、今後当社グループ

の事業に影響を及ぼすと考えられる様々な課題があります。

  このような事業環境の中で当社が生き残るためには、ソフト化が進む半導体設計業務や、携帯電話用の高度なソフ

トウェア開発力、顧客企業に対するソリューションの提供など、豊富なノウハウを有する技術者の育成と確保が不可

欠です。

  また、海外の低コスト化の影響は、国内単価の引下げや開発期間の短縮となって現れており、業務品質の向上及び

原価率の改善が必須であり、拠点の効率的配置や、新基幹システムの導入による事務効率の向上などで間接費を削減

し、また、情報セキュリティ強化のための適切な設備投資を行うなど経営体質の強化を図っております。

①スピード経営

  変化する市場に素早く対応するために、プロジェクト損益を正確かつ迅速に把握するよう新基幹システムを導入

し、経営情報の的確な収集を実現しておりますが、今後はさらに、経営トップに対する迅速な情報伝達、トップの

意思がくまなく伝わるフラットな組織及び小集団のチーム制の導入によるきめ細かいプロジェクト管理等の施策を

講じ、高い品質・開発効率の向上・利益率の改善を図ってまいります。

②得意分野、新規分野への投資

  当社グループの得意分野やコア技術に対しては継続的に経営資源を投入しますが、技術革新が進む中、その分野

の市場性・継続性を常に注視しながら弾力的な投資を行ってまいります。

　中期的な計画といたしまして、以下の事業を重点に推進してまいります。

1）システムＬＳＩや携帯電話向け組込みソフトウェア開発技術者の増強

2）ネットワークサポート事業向け技術者の増強

3）パッケージソフトウェア開発事業の強化

③人材確保と能力開発

  ＩＴ業界の技術変化の早さや、パッケージソフトウェアを中心としたビジネスソフトウェアの低価格化は、当社

グループ経営に様々な影響を及ぼしております。この厳しい経営環境の中で生存競争に勝ち残るためにはＩＴ技術

者の強化・育成は不可欠であり、当社グループの事業にとって最重要課題でありますが、現状では雇用環境の改善

に伴って技術者の採用が厳しい状況にあります。当社は技術者育成のために専門の組織としてＫＳＫカレッジを持

ち、技術者個々の能力向上に取組んでおります。また、人事制度として資格手当の充実や成果給制度を導入し、高

い能力や成果を発揮した社員に対してインセンティブを与えることで、業績向上の推進策とするとともに、目標管

理制度や社内ベンチャー制度の創設などにより、社員のモチベーション向上に努めております。今後はこれらの施

策を推進することで、新卒者の採用に加え経験者も積極的に中途採用し、人材の確保に努めてまいります。

（５）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備状況」に記載している事項と内容が重複しますので、記載を省略しております。

（６）その他、会社の経営上の重要な事項

 　　 該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 2,142,657 2,799,726

２．受取手形及び売掛金 2,210,701 2,437,628

３．たな卸資産 175,082 144,912

４．繰延税金資産 420,210 390,162

５．その他 288,044 305,977

　　貸倒引当金 △2,118 △2,992

流動資産合計 5,234,577 68.7 6,075,414 69.0 840,837

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 1,105,478 1,169,027

減価償却累計額 550,839 586,300

減損損失累計額 1,071 553,567 － 582,726

(2）土地 90,438 139,511

(3）その他 478,325 411,670

減価償却累計額 365,890 298,219

減損損失累計額 423 112,010 － 113,450

有形固定資産合計 756,016 9.9 835,688 9.5 79,671

２．無形固定資産

(1）その他 94,056 81,219

無形固定資産合計 94,056 1.2 81,219 0.9 △12,837

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 887,464 1,209,745

(2）繰延税金資産 234,440 166,484

(3）その他 415,774 436,306

　　貸倒引当金 △1,000 △1,000

投資その他の資産合計 1,536,680 20.2 1,811,537 20.6 274,857

固定資産合計 2,386,753 31.3 2,728,444 31.0 341,691

資産合計 7,621,331 100 8,803,859 100 1,182,528
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 201,537 193,357

２．短期借入金 80,000 80,000

３．未払法人税等 67,961 474,268

４．賞与引当金 645,010 736,000

５．その他 552,679 724,962

流動負債合計 1,547,188 20.3 2,208,588 25.1 661,400

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 343,825 363,739

２．役員退職慰労引当金 213,127 232,313

固定負債合計 556,952 7.3 596,052 6.8 39,099

負債合計 2,104,140 27.6 2,804,640 31.9 700,499

 

（少数株主持分）

少数株主持分 2,107 0.0 － － －

 

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 1,448,468 19.0 － － －

Ⅱ　資本剰余金 1,636,593 21.5 － － －

Ⅲ　利益剰余金 2,579,391 33.8 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

68,147 0.9 － － －

Ⅴ　自己株式 ※２ △217,518 △2.8 － － －

資本合計 5,515,083 72.4 － － －

負債、少数株主持分及び
資本合計

7,621,331 100 － － －
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,448,468 16.4 －

２．資本剰余金   － －  1,636,996 18.6 －

３．利益剰余金   － －  3,096,696 35.2 －

４．自己株式   － －  △219,265 △2.5 －

　　株主資本合計   － －  5,962,895 67.7 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  33,738 0.4 －

　　評価・換算差額等合計   － －  33,738 0.4 －

Ⅲ　少数株主持分   － －  2,584 0.0 －

純資産合計   － －  5,999,218 68.1 －

負債及び純資産合計   － －  8,803,859 100 －
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 11,242,789 100 12,581,343 100 1,338,553

Ⅱ　売上原価 8,789,837 78.2 9,787,075 77.8 997,237

売上総利益 2,452,951 21.8 2,794,267 22.2 341,316

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．貸倒引当金繰入額 － 874

２．役員報酬 162,984 180,261

３．給料及び手当 284,080 306,832

４．賞与引当金繰入額 28,676 34,648

５．退職給付費用 4,965 4,611

６．役員退職慰労引当金繰
入額

24,241 24,738

７．減価償却費 51,226 63,744

８．連結調整勘定償却額 21,683 －

９．募集費 179,548 259,951

10．その他 ※１ 728,848 1,486,256 13.2 733,863 1,609,525 12.8 123,269

営業利益 966,695 8.6 1,184,742 9.4 218,046

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 238 1,767

２．受取配当金 22,776 36,620

３．受取手数料 4,568 －

４．その他 5,714 33,297 0.3 8,455 46,843 0.4 13,546

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 2,295 1,549

２．保険積立解約損 － 477

３．創立費 633 －

４．その他 73 3,002 0.0 217 2,245 0.0 △756

経常利益 996,990 8.9 1,229,340 9.8 232,350
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前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金取崩額 626 626 0.0 － － － △626

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※２ 2,644 －

２．固定資産除却損 ※３ 1,512 9,628

３．減損損失 ※４ 1,495 －

４．関係会社株式売却損 574 6,227 0.1 － 9,628 0.1 3,400

税金等調整前当期純利
益

991,389 8.8 1,219,712 9.7 228,323

法人税、住民税及び事
業税

67,000 489,000

法人税等調整額 △161,286 △94,286 △0.9 121,611 610,611 4.9 704,897

少数株主利益 107 0.0 477 0.0 370

当期純利益 1,085,568 9.7 608,624 4.8 △476,944
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,636,593

Ⅱ　資本剰余金増加高

自己株式処分差益 － －

Ⅲ　資本剰余金期末残高 1,636,593

 

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 1,585,234

Ⅱ　利益剰余金増加高

当期純利益 1,085,568 1,085,568

Ⅲ　利益剰余金減少高

配当金 91,410 91,410

Ⅳ　利益剰余金期末残高 2,579,391
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,448,468 1,636,593 2,579,391 △217,518 5,446,935

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △91,318  △91,318

当期純利益   608,624  608,624

自己株式の取得    △2,069 △2,069

自己株式の処分  403  321 724

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
－ 403 517,305 △1,747 515,960

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,448,468 1,636,996 3,096,696 △219,265 5,962,895

評価・換算差額等

少数株主持分 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

平成18年３月31日　残高

（千円）
68,147 68,147 2,107 5,517,190

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）    △91,318

当期純利益    608,624

自己株式の取得    △2,069

自己株式の処分    724

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△34,409 △34,409 477 △33,932

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△34,409 △34,409 477 482,028

平成19年３月31日　残高

（千円）
33,738 33,738 2,584 5,999,218

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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 991,389 1,219,712  

減価償却費 95,292 126,727  

減損損失 1,495 －  

連結調整勘定償却額 21,683 －  

貸倒引当金の増減額
（減少は△）

△626 874  

賞与引当金の増加額 57,570 90,990  

退職給付引当金の増加額 20,050 19,914  

役員退職慰労引当金の
増加額

7,921 19,185  

受取利息及び受取配当金 △23,014 △38,388  

支払利息 2,295 1,549  

有形固定資産売却除却損 4,157 8,826  

売上債権の増減額
（増加は△）

22,469 △226,927  

たな卸資産の増減額
（増加は△）

△28,391 30,170  

仕入債務の減少額 △60,515 △8,179  

その他 79,660 166,555  

小計 1,191,436 1,411,010 219,573

利息及び配当金の受取額 22,724 38,170  

利息の支払額 △2,114 △1,591  

法人税等の支払額又は還付額

（支払は△）
86,466 △82,418  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

1,298,512 1,365,171 66,658
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前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

定期預金の払戻による収
入

28,000 10,000  

有形固定資産の取得によ
る支出

△66,568 △180,142  

有形固定資産の売却によ
る収入

4,800 －  

無形固定資産の取得によ
る支出

△77,918 △32,317  

投資有価証券の取得によ
る支出

△659,317 △401,394  

投資有価証券の売却によ
る収入

27,497 －  

信託受益権の取得による
支出

△100,000 －  

信託受益権の償還による
収入

100,000 －  

その他 △26,469 △1,819  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△769,976 △605,674 164,302
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前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入れによる収入 500,000 400,000  

短期借入金の返済による
支出

△640,000 △400,000  

自己株式の取得による支
出

△7,297 △2,069  

自己株式の売却による収
入

－ 724  

少数株主からの払込みに
よる収入

2,000 －  

配当金の支払額 △91,811 △91,082  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△237,108 △92,427 144,681

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 291,426 667,069 375,642

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

1,641,230 1,932,657 291,426

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残
高

※ 1,932,657 2,599,726 667,069
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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

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　　４社

株式会社ＫＳＫデータ

株式会社ＫＳＫテクノサポート 

株式会社ＫＳＫアルパ

株式会社ＫＳＫ九州

  なお、株式会社ＫＳＫ九州は、平成17年９月30日

に設立し、当連結会計年度から連結の範囲に含めて

おります。

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　　　４社

株式会社ＫＳＫデータ 

株式会社ＫＳＫテクノサポート  

株式会社ＫＳＫアルパ 

株式会社ＫＳＫ九州 

(2）主要な非連結子会社の名称等

　該当事項はありません。

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

　なお、前連結会計年度において持分法適用の関連会

社に含めておりました株式会社アルゴシステムサポー

トは、平成17年４月に所有株式を全て売却したため、

持分法適用関連会社から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

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、連結決算日と同一

であります。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　                  同左

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

その他有価証券

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）

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

その他有価証券

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

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

　商品は先入先出法に基づく低価法、材料は先入先

出法に基づく原価法、仕掛品は個別法に基づく原価

法、貯蔵品は最終仕入原価法に基づく原価法によっ

ております。

②　たな卸資産

同左
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前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

　建物（その付属設備は除く。）は定額法、その他

は定率法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、耐用年数は法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

　ただし、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、市場販売目的のソフトウェアについては、見込

販売期間（３年以内）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販売期間に基づく均等配

分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法を

採用しております。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒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勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年

度に負担すべき支給見込額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　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の見込額に基づき計上して

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年数

（10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。

③　退職給付引当金

同左

 

④　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、規程に基

づく期末要支給額を計上しております。

④　役員退職慰労引当金

　               同左

(4）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。

(4）重要なリース取引の処理方法

同左

(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。

(5）消費税等の会計処理

同左
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前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

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の評価については全面時価

評価法を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

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年間で均等償却を

行っております。

６．　　　　　　　　──────

 

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又は損失処

理について、連結会計年度中に確定した利益処分又は損

失処理に基づいて作成しております。

７．                ──────

 

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。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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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の変更

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 　 当連結会計年度から「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

計基準委員会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指

針第６号）を適用しております。

　これにより税金等調整前当期純利益が1,495千円減少

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

諸表規則に基づき当該各資産に対する控除科目として、

減損損失累計額の科目で掲記しております。　

                   ──────

                 ──────  （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 　 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12

月９日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

5,996,634千円であります。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則により

作成しております。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

 （連結損益計算書）

１．　前連結会計年度まで区分掲記しておりました販売費

及び一般管理費の「賃借料」（当連結会計年度133,320

千円）は、販売費及び一般管理費の100分の10以下で

あるため、当連結会計年度においては、販売費及び一

般管理費の「その他」に含めて表示しております。

 （連結損益計算書）

１．　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取

手数料」（当連結会計年度 3,921千円）は、営業外収

益の100分の10以下であるため、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．　前連結会計年度まで販売費及び一般管理費の「その

他」に含めて表示しておりました「募集費」（前連結

会計年度78,518千円）は、販売費及び一般管理費の100

分の10を超えたため、区分掲記しております。

──────

３．　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「積立

保険配当金」（当連結会計年度1,435千円）は、営業

外収益の総額の100分の10以下であるため、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。

──────

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

　　　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「敷金

保証金の返還による収入」（当連結会計年度2,380千

円）は、重要性が乏しいため、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す。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　当社の発行済株式総数は、普通株式7,636,368株で

あります。

※１　　　　　　　　──────

※２　連結会社が保有する自己株式の数は、普通株式

611,830株であります。

※２　　　　　　　　──────

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

※１　研究開発費の総額 ※１　研究開発費の総額

　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は次のとおりであります。

　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は次のとおりであります。

一般管理費 126,864千円 一般管理費 27,402千円

※２　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※２　             ──────

車両運搬具 2,644千円

※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 388千円

工具器具備品 1,124千円

建物 78千円

構築物 93千円

工具器具備品 8,653千円

ソフトウェア 802千円

※４　当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上いたしました。

※４　　　　　　　　──────

用途 種類 場所

 事業所資産

 

 建物 

 工具器具備品

 埼玉県熊谷市

 

 （経緯）

  平成18年３月開催の取締役会において熊谷事業所を

平成18年６月に移転することを決定したことから回収

可能価額を算定したところ、当該資産グループの帳簿

価額の全額が回収不能と判断されたため、減損損失を

認識することといたしました。

 （減損損失の金額等）

固定資産の種類 減損損失の金額（千円）

 　建物 1,071

 　工具器具備品 423

 計　 1,495

 （資産のグルーピングの方法）

  当社グループは、管理会計上の区分であり、独立し

たキャッシュ・フローを生み出す最小の単位でもある

事業所毎にグルーピングを行っております。

 （回収可能価額の算定方法）

  使用価値及び正味売却価額ともいずれも零と見込ま

れるため回収可能価額は零で評価しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 7,636,368 － － 7,636,368

自己株式

普通株式　（注）１，２ 611,830 2,218 900 613,148

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2,218株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 　　　２．普通株式の自己株式の株式数の減少900株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

２．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株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 91,318 13 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　　次のとおり、決議を予定しております。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 140,464  利益剰余金 20 平成19年３月31日 平成19年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

※　　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

平成18年３月31日現在 平成19年３月31日現在

現金及び預金勘定 2,142,657千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △210,000千円

現金及び現金同等物 1,932,657千円

現金及び預金勘定 2,799,726千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △200,000千円

現金及び現金同等物 2,599,726千円
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

システムコア
開発事業

アプリケー
ションソフト
ウェア開発事
業

ネットワーク
サポート事業

情報処理事業
等

計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高及び営業損

益
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
3,843,747 3,650,420 3,003,855 744,765 11,242,789 － 11,242,789

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

2,059 22,633 98,334 88 123,115 (123,115) －

計 3,845,806 3,673,053 3,102,190 744,853 11,365,904 (123,115) 11,242,789

営業費用 2,752,433 3,390,623 2,554,364 687,210 9,384,632 891,461 10,276,093

営業利益 1,093,373 282,430 547,825 57,643 1,981,272 (1,014,577) 966,695

Ⅱ　資産、減価償却費、

減損損失及び資本

的支出

資産 1,275,918 1,290,123 936,592 232,352 3,734,986 3,886,344 7,621,331

減価償却費 8,153 53,205 1,758 3,311 66,430 46,990 113,420

減損損失 － － － 1,495 1,495 － 1,495

資本的支出 7,969 50,435 1,866 3,421 63,692 102,416 166,109

　（注）１．事業の区分

事業はサービスの種類、性質、業務形態等の類似性により区分しております。

２．各区分に属する主要なサービス・製品等の名称

システムコア開発事業………ＬＳＩ開発・設計、ハードウェアのシステム設計、制御用プログラム開発

アプリケーションソフトウェア開発事業

………パッケージソフトウェアの開発、アプリケーションソフトウェアの受託開発、

ＣＡＤシステム開発、Ｗｅｂシステム開発

ネットワークサポート事業

………通信・コンピュータ関連システムの構築・現地調整・運用・保守、ＣＡＤシス

テムの運用管理、コールセンター業務

情報処理事業等………………データ入力業務等

３．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の金額は、1,103,152千円であり、その内

容は連結財務諸表提出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は、3,897,953千円であり、その主なものは、連

結財務諸表提出会社における余資運用資金(現金及び有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

システムコア
開発事業

アプリケー
ションソフト
ウェア開発事
業

ネットワーク
サポート事業

情報処理事業
等

計 消去又は全社 連結

Ⅰ　売上高及び営業損

益
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
4,322,673 3,841,014 3,492,762 924,893 12,581,343 － 12,581,343

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

4,355 26,009 37,975 － 68,340 (68,340) －

計 4,327,029 3,867,024 3,530,737 924,893 12,649,684 (68,340) 12,581,343

営業費用 3,012,670 3,445,196 2,908,369 892,644 10,258,879 1,137,721 11,396,601

営業利益 1,314,359 421,827 622,368 32,248 2,390,804 (1,206,061) 1,184,742

Ⅱ　資産、減価償却費

及び資本的支出

資産 1,359,978 1,141,875 1,165,244 364,733 4,031,832 4,772,026 8,803,859

減価償却費 8,321 44,644 2,002 7,005 61,973 61,021 122,994

資本的支出 3,694 24,383 1,346 96,161 125,585 73,871 199,457

　（注）１．事業の区分

事業はサービスの種類、性質、業務形態等の類似性により区分しております。

２．各区分に属する主要なサービス・製品等の名称

システムコア開発事業………ＬＳＩ開発・設計、ハードウェアのシステム設計、組込みソフトウェア開発

アプリケーションソフトウェア開発事業

………パッケージソフトウェアの開発、アプリケーションソフトウェアの受託開発、

ＣＡＤシステム開発、Ｗｅｂシステム開発

ネットワークサポート事業

………通信・コンピュータ関連システムの構築・現地調整・運用・保守、ＣＡＤシス

テムの運用管理、コールセンター業務

情報処理事業等………………データ入力業務、介護・福祉サービス等

３．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の金額は、1,298,322千円であり、その内

容は連結財務諸表提出会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

４．資産のうち「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は、4,780,606千円であり、その主なものは、連

結財務諸表提出会社における余資運用資金(現金及び有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度及び当連結会計年度において本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がない

ため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

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．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品
（有形固定資
産「その他」
に含む。）

67,299 59,673 7,626

ソフトウェア
（無形固定資
産「その他」
に含む。）

14,157 7,078 7,078

合計 81,457 66,752 14,705

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品
（有形固定資
産「その他」
に含む。）

44,324 42,176 2,148

ソフトウェア
（無形固定資
産「その他」
に含む。）

14,157 9,910 4,247

合計 58,482 52,087 6,395

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 14,465千円

１年超 10,724千円

合計 25,189千円

１年内 8,901千円

１年超 1,822千円

合計 10,724千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 18,765千円

減価償却費相当額 13,654千円

支払利息相当額 936千円

支払リース料 14,465千円

減価償却費相当額 8,309千円

支払利息相当額 360千円

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10％と仮定

し、定率法で計算した額に10／９を乗ずる方法によっ

ております。

　また、無形固定資産については、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。

４．減価償却費相当額の算定方法

                   同左

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。

５．利息相当額の算定方法

同左

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

　該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度末
（平成18年３月31日）

当連結会計年度末
（平成19年３月31日）

(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

(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

繰延税金資産

投資有価証券評価損否認 29,771千円

賞与引当金否認 263,979

退職給付引当金否認 139,924

役員退職慰労引当金否認 86,721

繰越欠損金 105,107

その他 84,254

繰延税金資産合計 709,756

繰延税金負債

特別償却準備金 △3,302

その他有価証券評価差額金 △46,753

その他 △5,050

繰延税金負債合計 △55,105

繰延税金資産の純額 654,650

繰延税金資産

投資有価証券評価損否認 29,771千円

賞与引当金否認 301,306

退職給付引当金否認 148,142

役員退職慰労引当金否認 94,528

未払事業税 39,777

その他 84,050

小計 697,574

評価性引当額 △111,547

繰延税金資産合計 586,027

繰延税金負債

特別償却準備金 △1,179

その他有価証券評価差額金 △23,146

その他 △5,055

繰延税金負債合計 △29,380

繰延税金資産の純額 556,646

　（注）　当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

　（注）　当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、

連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 420,210千円

固定資産－繰延税金資産 234,440

流動資産－繰延税金資産 390,162千円

固定資産－繰延税金資産 166,484

(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

との差異の主な項目別内訳

(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

との差異の主な項目別内訳

法定実効税率 40.69％

（調整）

住民税均等割等 1.50％

合併により引継いだ繰越欠損金の

利用
△41.65％

合併により引継いだ繰越欠損金に

対する税効果の適用
△10.60％

連結調整勘定償却額 0.89％

税効果を認識していなかった欠損

子会社の影響等
△0.34％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
△9.51％

法定実効税率 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

0.10％

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目

△0.14％

住民税均等割 1.32％

評価性引当額の増加 9.15％

その他 △1.06％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
50.06％
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類
取得原価
（千円）

連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 69,306 200,626 131,319

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 69,306 200,626 131,319

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 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 607,082 590,664 △16,417

小計 607,082 590,664 △16,417

合計 676,389 791,290 114,901

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

    当連結会計年度中に売却したその他有価証券はありません。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 96,174
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当連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類
取得原価
（千円）

連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 33,610 129,267 95,656

(2）債券 － － －

(3）その他 585,985 606,390 20,404

小計 619,596 735,657 116,061

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 237,090 207,134 △29,956

(2）債券 200,000 170,780 △29,220

(3）その他 － － －

小計 437,090 377,914 △59,176

合計 1,056,687 1,113,571 56,884

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

    当連結会計年度中に売却したその他有価証券はありません。

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 96,174

 ４．その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額

 
１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
(千円）

10年超
（千円）

その他有価証券     

   債券 － － － 200,000

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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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退職一時金制度を設けています。

２．退職給付債務に関する事項

前連結会計年度

(平成18年３月31日現在)

当連結会計年度

(平成19年３月31日現在)

(1）退職給付債務 △343,343千円        △367,086千円

(2）未積立退職給付債務 △343,343千円        △367,086千円

(3）未認識数理計算上の差異      △481千円        3,346千円

(4）退職給付引当金（(2)＋(3)）        △343,825千円           △363,739千円

　（注）　一部の連結子会社は退職給付債務の算定に当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

(平成17年４月１日から

 平成18年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成18年４月１日から

 平成19年３月31日まで)

(1）勤務費用             23,244千円              25,026千円

(2）利息費用           5,922千円               6,535千円

(3）数理計算上の差異の費用処理額      △1,098千円           △307千円

(4）臨時に支払った割増退職金    300千円       －千円

(5）退職給付費用（(1)＋(2)＋(3)＋(4)）             28,368千円              31,253千円

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

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度

(平成18年３月31日現在)

当連結会計年度

(平成19年３月31日現在)

(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 期首　  2.0％

期末　　2.0％

期首　  2.0％

期末　　2.0％

(3）数理計算上の差異の費用処理年数 10年（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。）

10年（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。）
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（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

１株当たり純資産額       785円12銭

１株当たり当期純利益      154円46銭

１株当たり純資産額      853円83銭

１株当たり当期純利益         86円65銭

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当連結会計年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

当期純利益（千円） 1,085,568 608,624

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,085,568 608,624

期中平均株式数（株） 7,028,138 7,023,807

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 1,883,188 2,502,758  

２．受取手形 77,004 1,031  

３．売掛金 1,918,555 2,096,134  

４．商品 2,823 －  

５．材料 203 －  

６．仕掛品 120,713 91,124  

７．貯蔵品 1,113 643  

８．前払費用 53,480 64,478  

９．繰延税金資産 362,499 317,511  

10．関係会社短期貸付金 65,000 29,936  

11．未収入金 241,112 241,146  

12．その他 5,793 7,258  

貸倒引当金 △1,000 △1,000  

流動資産合計 4,730,486 65.6 5,351,021 65.7 620,535

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 1,015,792 1,045,822

減価償却累計額 495,170 526,809

減損損失累計額 1,071 519,550 － 519,012  

(2）構築物 86,863 86,854

減価償却累計額 54,159 32,704 56,176 30,677  

(3）車両運搬具 39,925 39,925

減価償却累計額 9,883 30,042 19,466 20,458  

(4）工具器具備品 365,883 347,753

減価償却累計額 292,755 262,659

減損損失累計額 423 72,704 － 85,093  

(5）土地 90,438 90,438  

有形固定資産合計 745,440 10.3 745,681 9.1 241

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 82,013 65,481  

(2）電話加入権 8,479 8,479  

(3）その他 91 60  

無形固定資産合計 90,583 1.2 74,020 0.9 △16,562
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 887,464 1,209,745  

(2）関係会社株式 127,833 147,833  

(3）出資金 10 10  

(4）関係会社長期貸付
    金

－ 33,098  

(5）長期前払費用 5,760 5,451  

(6）繰延税金資産 227,099 159,438  

(7）敷金及び保証金 176,584 195,597  

(8）保険積立金 167,503 174,630  

 (9）その他 58,603 53,530  

貸倒引当金 △1,000 △1,000  

投資その他の資産
合計

1,649,860 22.9 1,978,336 24.3 328,475

固定資産合計 2,485,884 34.4 2,798,039 34.3 312,154

資産合計 7,216,370 100 8,149,060 100 932,689

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※２ 242,126 252,218  

２．短期借入金 80,000 80,000  

３．未払金 40,689 26,565  

４．未払費用 259,847 313,854  

５．未払法人税等 27,913 389,742  

６．未払消費税等 71,052 88,286  

７．前受金 25,589 41,342  

８．預り金 61,409 100,825  

９．賞与引当金 529,000 597,000  

流動負債合計 1,337,629 18.5 1,889,835 23.2 552,205

Ⅱ　固定負債

１．退職給付引当金 327,248 348,692  

２．役員退職慰労引当金 213,127 232,313  

固定負債合計 540,375 7.5 581,005 7.1 40,629

負債合計 1,878,005 26.0 2,470,840 30.3 592,835
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 1,448,468 20.1 － － －

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 1,269,165 －

２．その他資本剰余金

(1）資本準備金減少
差益

250,700 －

(2）自己株式処分差益 23,237 －

資本剰余金合計 1,543,103 21.4 － － －

Ⅲ　利益剰余金

１．任意積立金

(1）特別償却準備金 9,797 －

(2）別途積立金 450,000 459,797 － －

２．当期未処分利益 2,036,366 －

利益剰余金合計 2,496,163 34.6 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

※４ 68,147 0.9 － － －

Ⅴ　自己株式 ※３ △217,518 △3.0 － － －

資本合計 5,338,365 74.0 － － －

負債及び資本合計 7,216,370 100 － － －
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  1,448,468 17.8 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,269,165    

(2）その他資本剰余金  －   274,341    

資本剰余金合計   － －  1,543,506 18.9 －

３．利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

特別償却準備金  －   1,718    

別途積立金  －   450,000    

繰越利益剰余金  －   2,420,053    

利益剰余金合計   － －  2,871,772 35.3 －

４．自己株式   － －  △219,265 △2.7 －

  株主資本合計   － －  5,644,481 69.3 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  － －  33,738 0.4 －

評価・換算差額等合計   － －  33,738 0.4 －

純資産合計   － －  5,678,219 69.7 －

負債及び純資産合計   － －  8,149,060 100 －
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(2）損益計算書

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高

１．ソフトウェア開発売上
高

9,295,385 9,666,458

２．情報処理売上高 299,624 392,342

３．商品売上高 181,177 9,776,188 100 149,660 10,208,461 100 432,273

Ⅱ　売上原価

１．当期ソフトウェア開発
売上原価

7,326,851 7,495,225

２．当期情報処理売上原価 260,620 362,683

３．当期商品売上原価 122,019 7,709,491 78.9 97,348 7,955,257 77.9 245,766

売上総利益 2,066,696 21.1 2,253,203 22.1 186,507

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１．役員報酬 144,144 149,102

２．給料及び手当 218,541 256,694

３．賞与引当金繰入額 25,012 31,318

４．退職給付費用 4,565 4,551

５．役員退職慰労引当金繰
入額

24,241 24,738

６．福利厚生費 － 71,977

７．減価償却費 45,411 60,998

８．賃借料 102,423 121,797

９．研究開発費 ※１ 126,864 27,402

10．募集費 144,087 210,586

11．その他 412,554 1,247,847 12.7 408,603 1,367,772 13.4 119,924

営業利益 818,848 8.4 885,431 8.7 66,582

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,755 2,421

２．受取配当金 22,716 36,560

３．業務受託料収入 ※２ 61,587 63,424

４．経営指導料収入 ※２ 28,000 28,612

５．その他 10,240 124,299 1.3 8,252 139,270 1.4 14,971

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 1,691 1,549

２．業務受託料費用 44,246 36,315

３．その他 24 45,962 0.5 695 38,560 0.4 △7,401

経常利益 897,186 9.2 986,141 9.7 88,954
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前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金取崩額 1,000 －

２．関係会社株式売却益 2,997 3,997 0.0 － － － △3,997

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※３ 2,644 －

２．固定資産除却損 ※４ 1,570 5,957

３．減損損失  ※５ 1,495 5,710 0.0 － 5,957 0.1 246

税引前当期純利益 895,473 9.2 980,183 9.6 84,710

法人税、住民税及び事
業税

14,000 377,000

法人税等調整額 △152,750 △138,750 △1.4 136,256 513,256 5.0 652,006

当期純利益 1,034,223 10.6 466,927 4.6 △567,295

前期繰越利益 1,002,143 －  

当期未処分利益 2,036,366 －  
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製造原価明細書及び売上原価明細書

１）ソフトウェア開発製造原価（売上原価）明細書

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

１．材料費

期首材料たな卸高 375 203

当期材料仕入高 10,086 10,375

期末材料たな卸高 203 10,258 0.1 － 10,578 0.1

２．外注加工費 1,799,331 24.0 1,500,716 20.0

３．労務費 ※１ 5,104,621 68.1 5,464,295 72.8

４．経費

(1）旅費交通費 122,057 125,385

(2）減価償却費 33,017 47,298

(3）賃借料 203,653 161,146

(4）通信費及び水道光熱費 86,578 87,662

(5）その他 137,901 583,208 7.8 111,557 533,050 7.1

当期総製造費用 7,497,420 100 7,508,641 100

期首仕掛品たな卸高 102,914 120,713

計 7,600,335 7,629,354

期末仕掛品たな卸高 120,713 91,124

他勘定振替高 ※２ 152,770 43,004

当期ソフトウェア開発製
造原価（売上原価)

7,326,851 7,495,225

 

（脚注）

前事業年度
（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

○　原価計算の方法

　実際個別（オーダー別）原価計算を採用しております。

○　原価計算の方法

同左

※１　労務費には次の費目が含まれております。 ※１　労務費には次の費目が含まれております。

賞与引当金繰入額 497,408千円

退職給付費用 22,841千円

賞与引当金繰入額 559,102千円

退職給付費用 25,602千円

※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

研究開発費 126,864千円

ソフトウェア 25,905千円

研究開発費 27,402千円

ソフトウェア 15,601千円
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２）情報処理製造原価（売上原価）明細書

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

１．外注加工費 133,059 51.1 118,950 32.8

２．労務費  ※ 100,415 38.5 205,500 56.7

３．経費

(1）旅費交通費 1,483 7,067

(2）減価償却費 860 1,922

(3）賃借料 16,456 14,314

(4）通信費及び水道光熱費 2,667 2,369

(5）営業支援料 － 6,696

(6) その他 5,676 27,144 10.4 5,862 38,232 10.5

当期総製造費用 260,620 100 362,683 100

期首仕掛品たな卸高 － －

計 260,620 362,683

期末仕掛品たな卸高 － －

当期情報処理
製造原価（売上原価）

260,620 362,683

 

（脚注）

前事業年度
（平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

○　原価計算の方法

　実際個別（オーダー別）原価計算を採用しております。

○　原価計算の方法

同左

※　労務費には次の費目が含まれております。 ※　労務費には次の費目が含まれております。

賞与引当金繰入額 6,580千円

退職給付費用 501千円

賞与引当金繰入額 6,580千円

退職給付費用 549千円

３）商品売上原価明細書

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

１．期首商品たな卸高 339 0.3 2,823 2.9

２．当期商品仕入高 124,503 99.7 94,525 97.1

合計 124,842 100 97,348 100

３．期末商品たな卸高 2,823 －

当期商品売上原価 122,019 97,348
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

前事業年度
（平成18年６月29日株主総会承認日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 2,036,366

Ⅱ　任意積立金取崩額

特別償却準備金取崩額 4,039 4,039

合計 2,040,405

Ⅲ　利益処分額

　　配当金 91,318 91,318

Ⅳ　次期繰越利益 1,949,086
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株主資本等変動計算書

当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別償却
準備金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日 残高

（千円）
1,448,468 1,269,165 273,937 1,543,103 9,797 450,000 2,036,366 2,496,163 △217,518 5,270,217

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し

（注）
    △4,039  4,039 －  －

特別償却準備金の取崩し     △4,039  4,039 －  －

剰余金の配当（注）       △91,318 △91,318  △91,318

当期純利益       466,927 466,927  466,927

自己株式の取得         △2,069 △2,069

自己株式の処分   403 403     321 724

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

          

事業年度中の変動額合計　　

　　　　 　　　　　　　　

（千円）

－ － 403 403 △8,078 － 383,687 375,608 △1,747 374,264

平成19年３月31日 残高

（千円）
1,448,468 1,269,165 274,341 1,543,506 1,718 450,000 2,420,053 2,871,772 △219,265 5,644,481

評価・換算差額等

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

平成18年３月31日 残高

（千円）
68,147 68,147 5,338,365

事業年度中の変動額

特別償却準備金の取崩し

（注）
  －

特別償却準備金の取崩し   －

剰余金の配当（注）   △91,318

当期純利益   466,927

自己株式の取得   △2,069

自己株式の処分   724

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）

△34,409 △34,409 △34,409

事業年度中の変動額合計　   

　　　 　　　　（千円）
△34,409 △34,409 339,854

平成19年３月31日　残高

（千円）
33,738 33,738 5,678,219

 （注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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重要な会計方針

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）その他有価証券

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。）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）その他有価証券

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

時価のないもの

同左

(2）子会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2）子会社株式

同左

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　商品は先入先出法に基づく低価法、材料は先入先出法

に基づく原価法、仕掛品は個別法に基づく原価法、貯蔵

品は最終仕入原価法に基づく原価法によっております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　建物（その付属設備は除く。）は定額法、その他は

定率法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、耐用年数は法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

　ただし、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、

市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売期

間（３年以内）における見込販売数量に基づく償却額

と販売可能な残存販売期間に基づく均等配分額を比較

し、いずれか大きい額を計上する方法を採用しており

ます。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　均等償却によっております。

　なお、償却期間については、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。

(3）長期前払費用

同左

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒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勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、当期に負担すべ

き支給見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左
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前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

(3）退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、当期末における退

職給付債務の見込額に基づき計上しております。

　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（10年）

による定額法により按分した額をそれぞれの発生の翌

期から費用処理する方法によることとしております。

(3）退職給付引当金

同左

 

  (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、規程に基づ

く期末要支給額を計上しております。

  (4）役員退職慰労引当金

                    同左

５．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。

５．リース取引の処理方法

同左

６．その他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。

６．その他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

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

 　 当期から「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」（企業会計基準委員会

　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を

適用しております。

　これにより税引前当期純利益が1,495千円減少してお

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

等規則に基づき当該各資産に対する控除科目として、減

損損失累計額の科目で掲記しております。

                    ──────

 　

                 ──────

 　 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 　 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９

日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第

８号）を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

5,678,219千円であります。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。 
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表示方法の変更

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

 （損益計算書）

　　前期まで区分掲記しておりました販売費及び一般管理

費の「福利厚生費」（当期55,206千円）は、販売費及び

一般管理費の100分の５以下であるため、当期において

は、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示し

ております。

 （損益計算書）

　　前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて

表示しておりました「福利厚生費」（前期55,206千円）

は、販売費及び一般管理費の100分の５を超えたため、

区分掲記しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１　会社が発行する株式の総数は普通株式20,000,000株、

発行済株式総数は普通株式7,636,368株であります。

※１　　　　　　　　──────

※２　関係会社に対する資産及び負債

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記したも

ののほかに次のものがあります。

※２　関係会社に対する資産及び負債

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記したも

ののほかに次のものがあります。

買掛金 111,618千円 買掛金 118,631千円

※３　会社が保有する自己株式は普通株式611,830株であ

ります。

※３　　　　　　　　──────

※４　商法施行規則第124条第３号の規定により、配当に

充当することが制限されている金額は68,147千円であ

ります。

※４　　　　　　　　──────
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（損益計算書関係）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

※１　研究開発費の総額 ※１　研究開発費の総額

　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は次のとおりであります。

　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は次のとおりであります。

一般管理費 126,864千円 一般管理費 27,402千円

※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※２　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

業務受託料収入 61,587千円

経営指導料収入 28,000千円

業務受託料収入 63,424千円

経営指導料収入 28,612千円

※３　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※３　             ──────

車両運搬具 2,644千円

※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 428千円

工具器具備品 1,142千円

建物 78千円

構築物 93千円

工具器具備品 4,982千円

ソフトウェア 802千円

※５　当社は、以下の資産グループについて減損損失を　

　計上いたしました。

※５　　　　　　　　──────

用途 種類 場所

 事業所資産

 

 建物 

 工具器具備品

 埼玉県熊谷市

 

 （経緯）

  平成18年３月開催の取締役会において熊谷事業所を

平成18年６月に移転することを決定したことから回収

可能価額を算定したところ、当該資産グループの帳簿

価額の全額が回収不能と判断されたため、減損損失を

認識することといたしました。

 （減損損失の金額等）

固定資産の種類 減損損失の金額（千円）

 　建物 1,071

 　工具器具備品 423

 計　 1,495

 （資産のグルーピングの方法）

  当社は、管理会計上の区分であり、独立したキャッ

シュ・フローを生み出す最小の単位でもある事業所毎

にグルーピングを行っております。

 （回収可能価額の算定方法）

  使用価値及び正味売却価額ともいずれも零と見込ま

れるため回収可能価額は零で評価しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

　　　（株）

当事業年度増加株式

数（株）

当事業年度減少株式

数（株）

当事業年度末株式数

　　　（株）

 普通株式　（注） 611,830 2,218 900 613,148

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加2,218株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

       ２．普通株式の自己株式の株式数の減少900株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

（リース取引関係）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

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．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

１．               ──────

取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

工具器具備品 19,980 19,899 80

合計 19,980 19,899 80

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．               ──────

１年内 374千円

１年超 －千円

合計 374千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 4,419千円

減価償却費相当額 1,150千円

支払利息相当額 291千円

支払リース料 374千円

減価償却費相当額 80千円

支払利息相当額 3千円

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10％と仮定し、

定率法で計算した額に10／９を乗ずる方法によってお

ります。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

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。

５．利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

　前事業年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

 子会社株式で時価のあるものはありません。

　当事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）

 子会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

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

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

繰延税金資産 平成18年３月31日現在

投資有価証券評価損否認 29,771千円

未払社会保険料否認 25,838

賞与引当金否認 215,250

退職給付引当金否認 133,157

役員退職慰労引当金否認 86,721

繰越欠損金 105,107

その他 47,819

繰延税金資産合計 643,663

繰延税金負債  

特別償却準備金 △3,302

その他有価証券評価差額金 △46,753

その他 △4,009

繰延税金負債合計 △54,064

繰延税金資産の純額 589,598

繰延税金資産 平成19年３月31日現在

投資有価証券評価損否認 29,771千円

未払社会保険料否認 29,704

賞与引当金否認 242,919

退職給付引当金否認 141,883

役員退職慰労引当金否認 94,528

未払事業税 32,106

その他 45,495

小計 616,406

評価性引当額 △111,547

繰延税金資産合計 504,859

繰延税金負債  

特別償却準備金 △1,179

その他有価証券評価差額金 △23,146

その他 △3,584

繰延税金負債合計 △27,909

繰延税金資産の純額 476,949

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

との差異の主な項目別内訳

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

との差異の主な項目別内訳

法定実効税率 40.69％

（調整）

住民税均等割等 1.53％

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
0.18％

合併により引継いだ繰越欠損金

の利用
△46.11％

合併により引継いだ繰越欠損金

に対する税効果の適用

△11.74％

その他 △0.04％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
△15.49％

法定実効税率 40.69％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

0.12％

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目

△0.17％

住民税均等割 1.51％

評価性引当額の増加 11.38％

その他 △1.17％

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
52.36％

㈱ＫＳＫ（9687）平成 19 年３月期決算短信

－ 51 －



（１株当たり情報）

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

１株当たり純資産額 759円96銭

１株当たり当期純利益      147円15銭

１株当たり純資産額    808円49銭

１株当たり当期純利益         66円48銭

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで）

当事業年度
（平成18年４月１日から
平成19年３月31日まで）

当期純利益（千円） 1,034,223 466,927

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,034,223 466,927

期中平均株式数（株） 7,028,138 7,023,807

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

（１）代表者の異動

　　　該当事項はありません。

（２）その他の役員の異動

　　　　　　①新任監査役候補

 　　　　　　 　（非常勤）監査役　小池　　良

　　　　　　　　（非常勤）監査役　萬　　幸男

　　　　　　　（注）小池　良氏及び萬　幸男氏は、「会社法」第2条第16号に規定する「社外監査役」の候補者で

　　　　　　　　　あります。

　　　　　　②退任予定監査役

　　　　　　　　（非常勤）監査役　山地　義之

　　　　　　③辞任予定監査役

　　　　　　　　（非常勤）監査役　高島　二郎

 　 　（３）就任予定日

　　　　　　平成19年６月28日
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