
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年8月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社ＫＳＫ 上場取引所 JQ 
コード番号 9687 URL http://www.ksk.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 河村 具美

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 長田 有司 TEL 042-378-1100

四半期報告書提出予定日 平成20年8月13日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 3,189 ― 141 ― 153 ― 90 ―

20年3月期第1四半期 2,873 12.0 145 113.4 165 124.6 95 132.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 12.99 ―

20年3月期第1四半期 13.56 ―

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

21年3月期第1四半期 8,790 6,415 72.9 920.84
20年3月期 9,451 6,476 68.5 929.72

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,411百万円 20年3月期  6,473百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 23.00 23.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 25.00 25.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 6,700 ― 550 ― 570 ― 300 ― 43.08
通期 14,200 5.6 1,400 7.6 1,440 5.6 770 5.5 110.58

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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月15日に公表しました連結業績予想の見直しは行っておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  7,636,368株 20年3月期  7,636,368株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  673,280株 20年3月期  673,280株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  6,963,088株 20年3月期第1四半期  7,023,220株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、米国サブプライムローンの問題に端を発した世界的な金融不安

や、長期化する原油価格の高騰による原材料価格等の上昇により企業業績の鈍化や収益の悪化が見られ、景気の減速

懸念と先行き不透明感が強まっております。

　当社グループが属する情報サービス産業界においては、企業の情報化投資は前年度に引き続き総じて堅調に推移し

てまいりましたが、一部に投資の延期や規模縮小の動きが見られるなど、今後の経営環境は厳しさを増すものと思わ

れます。

　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、アプリケーションソフトウェア開発事業においては前期に引き続き収益性の改善に努めてまいりまし

た。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は3,189百万円、営業利益につきましては141百万円、経常利益に

つきましては153百万円、四半期純利益につきましては90百万円となりました。

　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

　半導体設計とコンピューターハードウェア設計業務については堅調に推移しましたが、比較的収益率の高い組

込みソフトウェア開発業務において受注がやや減少し、売上高は1,045百万円、営業利益は262百万円となりまし

た。

（ロ）アプリケーションソフトウェア開発事業

　受託ソフトウェア開発が総じて堅調に推移したことと、プロジェクト管理の徹底等により引き続き収益性の改

善に取り組んだことにより、売上高は804百万円、営業利益は107百万円となりました。

（ハ）ネットワークサポート事業

　ネットワーク市場の拡大に伴い、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

ンター業務などいずれも好調で、売上高は1,093百万円、営業利益は176百万円となりました。

（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るため、健康保険組合や地方自

治体のデータエントリー業務及びオペレーター派遣業務などにシフトすることなどによって、売上高は245百万円、

営業利益については12百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産は8,790百万円と前連結会計年度末に比べ

661百万円の減少となりました。これは主に、流動資産における仕掛品が156百万円増加した一方、現金及び預金が351

百万円、受取手形及び売掛金が416百万円減少したことなどによるものであります。

　負債は2,374百万円と前連結会計年度末に比べ599百万円減少となりました。これは主に流動負債における短期借入

金が120百万円増加した一方、未払法人税等が393百万円、賞与引当金が487百万円減少したことなどによるものであり

ます。

　純資産は、6,415百万円と前連結会計年度末に比べ61百万円減少となりました。これは主に当四半期純利益が90百万

円計上され増加しましたが、配当金の支払が160百万円あったことなどによるものであります。

＜キャッシュ・フローの状況＞

  当第１四半期連結会計期間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

会計年度末より351百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には2,857百万円となりました。

　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）　

  営業活動の結果使用した資金は332百万円となりましたが、これは主に賞与支給による賞与引当金の減少額（487

百万円）や法人税等の支払額（449百万円）などの減少要因が、税金等調整前四半期純利益（153百万円）

や売上債権の減少額（416百万円）などの増加要因を上回っ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19百万円となりましたが、これは主に無形固定資産の取得による支出（14百万

円）など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）

  財務活動の結果得られた資金は1百万円となりましたが、これは主に短期借入れによる収入（200百万円）の増

加要因があった一方、配当金の支払額（118百万円）や短期借入金の返済による支出（80百万円）の減少要因が



あったことによるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　国内経済は、長期化する原油をはじめとした原材料価格の高騰によるコストアップや、米国景気が一段と減速した

影響等を受け、輸出企業を中心に多くの企業で業績の悪化が見られるなど、景気は不透明なまま推移しており今後も

厳しい経営環境が継続するものと思われますが、当社グループは引き続き積極的な営業活動を展開し受注の確保に努

めるとともに、プロジェクト管理の徹底による収益力の向上を図り目標の達成に努めてまいります。

　以上のような状況から、現時点においては、平成20年５月15日発表の第２四半期連結累計期間及び通期業績予想に

変更はありません。

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）

　  該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（３）四半期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

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,057,163 3,408,258

受取手形及び売掛金 2,073,189 2,490,187

商品 445 1,079

仕掛品 271,846 115,431

その他 773,270 809,342

貸倒引当金 △4,509 △4,285

流動資産合計 6,171,405 6,820,013

固定資産   

有形固定資産 781,021 795,536

無形固定資産 75,711 80,327

投資その他の資産   

投資有価証券 1,105,862 1,100,222

その他 657,219 659,164

貸倒引当金 △1,000 △3,700

投資その他の資産合計 1,762,081 1,755,687

固定資産合計 2,618,815 2,631,550

資産合計 8,790,220 9,451,564

負債の部   

流動負債   

買掛金 85,746 111,902

短期借入金 200,000 80,000

未払法人税等 69,237 463,155

賞与引当金 447,223 935,000

その他 949,512 743,064

流動負債合計 1,751,718 2,333,122

固定負債   

退職給付引当金 397,797 390,706

役員退職慰労引当金 225,451 250,800

固定負債合計 623,248 641,507

負債合計 2,374,967 2,974,629

                



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,448,468 1,448,468

資本剰余金 1,636,996 1,636,996

利益剰余金 3,616,758 3,686,435

自己株式 △265,273 △265,273

株主資本合計 6,436,949 6,506,626

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,035 △32,898

評価・換算差額等合計 △25,035 △32,898

少数株主持分 3,338 3,206

純資産合計 6,415,252 6,476,934

負債純資産合計 8,790,220 9,451,564

                



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
（平成20年４月１日から 
 平成20年６月30日まで) 

売上高 3,189,623

売上原価 2,511,868

売上総利益 677,754

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 19

役員報酬 46,757

給料及び手当 112,879

賞与引当金繰入額 18,715

退職給付費用 1,453

役員退職慰労引当金繰入額 4,797

減価償却費 15,360

募集費 85,734

その他 250,385

販売費及び一般管理費合計 536,103

営業利益 141,651

営業外収益  

受取利息 7

受取配当金 10,346

その他 2,677

営業外収益合計 13,032

営業外費用  

支払利息 1,122

その他 9

営業外費用合計 1,131

経常利益 153,552

税金等調整前四半期純利益 153,552

法人税等 62,946

少数株主利益 132

四半期純利益 90,473

                



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(平成20年４月１日から 
平成20年６月30日まで) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 153,552

減価償却費 24,410

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,476

賞与引当金の増減額（△は減少） △487,777

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,090

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,349

受取利息及び受取配当金 △10,354

支払利息 1,122

売上債権の増減額（△は増加） 416,997

たな卸資産の増減額（△は増加） △155,696

仕入債務の増減額（△は減少） △26,156

その他 212,149

小計 107,514

利息及び配当金の受取額 10,354

利息の支払額 △1,122

法人税等の支払額 △449,311

営業活動によるキャッシュ・フロー △332,566

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △5,932

無形固定資産の取得による支出 △14,454

その他 596

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,790

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 200,000

短期借入金の返済による支出 △80,000

配当金の支払額 △118,738

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,261

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △351,095

現金及び現金同等物の期首残高 3,208,258

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,857,163

                



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）

 
システムコア
開発事業

（千円）

アプリケー
ションソフト
ウェア開発事
業

（千円）

ネットワーク
サポート事業

（千円）

情報処理事業等
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
1,045,890 804,063 1,093,951 245,717 3,189,623 － 3,189,623

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 6,600 8,819 755 16,175 (16,175) －

計 1,045,890 810,663 1,102,771 246,473 3,205,799 (16,175) 3,189,623

営業利益 262,557 107,792 176,128 12,422 558,900 (417,248) 141,651

　（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、サポートセンター業務

情報処理事業等　　　　　　　　　　　………データエントリー業務、オペレーター派遣業務、介護・福祉

サービス等

３．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）

　　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

　当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６月30日まで）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,873,727

Ⅱ　売上原価 2,214,341

売上総利益 659,386

Ⅲ　販売費及び一般管理費 514,144

営業利益 145,241

Ⅳ　営業外収益 21,181

Ⅴ　営業外費用 508

経常利益 165,914

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 2,633

税金等調整前四半期純利益 163,280

税金費用 68,115

少数株主損失 103

四半期純利益 95,269



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　　　　　前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６月30日まで）

前年同四半期
（平成20年３月期

第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 163,280

減価償却費 25,887

貸倒引当金の増加額 406

賞与引当金の減少額 △361,262

退職給付引当金の増加額 7,596

役員退職慰労引当金の増加額 1,709

受取利息及び受取配当金 △17,224

支払利息 507

有形固定資産売却除却損 2,633

売上債権の減少額 666,108

たな卸資産の増加額 △222,745

仕入債務の減少額 △80,999

その他 95,066

小計 280,966

利息及び配当金の受取額 17,158

利息の支払額 △507

法人税等の支払額 △459,546

営業活動によるキャッシュ・フロー △161,930

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △16,935

無形固定資産の取得による支出 △1,247

その他 △5,993

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,176

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 200,000

短期借入金の返済による支出 △80,000

配当金の支払額 △99,832

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,167

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △165,939

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,599,726

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,433,787

  



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日から平成19年６月30日まで）

 
システムコア
開発事業

（千円）

アプリケー
ションソフト
ウェア開発事
業

（千円）

ネットワーク
サポート事業

（千円）

情報処理事業等
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売

上高
979,989 779,734 851,176 262,827 2,873,727 － 2,873,727

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
615 4,197 9,198 － 14,011 (14,011) －

計 980,604 783,931 860,375 262,827 2,887,738 (14,011) 2,873,727

営業費用 692,451 717,518 708,262 232,894 2,351,127 377,358 2,728,486

営業利益 288,152 66,413 152,113 29,932 536,611 (391,369) 145,241
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