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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

21年3月期 14,056 △7.5 1,344 △13.6 1,393 △12.3 808 △10.3
20年3月期 15,197 3.4 1,556 30.9 1,588 32.2 901 34.2

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 ％ ％ ％

21年3月期 11,788.83 ― 10.0 13.8 9.6
20年3月期 13,144.49 ― 12.1 16.3 10.2
（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 9,962 8,420 84.5 122,765.70
20年3月期 10,203 7,814 76.6 113,925.32
（参考） 自己資本  21年3月期  8,420百万円 20年3月期  7,814百万円

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

21年3月期 566 △19 △188 6,215
20年3月期 1,343 △101 △155 5,856

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
純資産配当
率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 1,000.00 ― 1,500.00 2,500.00 171 19.0 2.3
21年3月期 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00 171 21.2 2.1
22年3月期 
（予想）

― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00 33.6

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

6,000 △15.9 200 △71.9 200 △72.8 110 △73.9 1,603.71

通期 13,000 △7.5 900 △33.0 900 △35.4 510 △36.9 7,435.38
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、１６ページ 「会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、２１ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 68,591株 20年3月期 68,591株
② 期末自己株式数 21年3月期 ―株 20年3月期 ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・将来に関する記述等についてのご注意 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想値と異なる場合がありま
す。業績予想に関連する事項は、３ページをご覧ください。 
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Ⅱ 定性的情報・財務諸表等 
１．経営成績 

(１) 経営成績に関する分析 

当期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローンに端を発した金融システム不安の影響に加え、

世界的な資源価格の乱高下、為替の急激な円高への進行による輸出産業の業況悪化など、国内企業の生

産活動は大幅な調整を余儀なくされました。また、非正規労働者の雇用抑制や新卒採用者数の減少など

雇用環境の悪化も深刻の度を増しており、個人所得の伸び悩みから家計消費が急速に落ち込み、景気回

復への道のりは今なお険しいものとなっております。 

当業界においても、顧客企業におけるコスト削減の流れにより、堅調を維持していた情報化投資も抑

制傾向が強まり、開発案件の規模の縮小や開始時期の延期や凍結といった動きが見られました。 

このように、受注環境が急激に厳しさを増す中で、当社は顧客訪問頻度を増やしながら設備投資動向

の把握や情報収集に努め、案件の受注に注力してまいりましたが、当初予定していた受注目標には届き

ませんでした。しかしながら、受注した案件の着実な遂行と不採算の発生抑制、さらには生産性の向上

やコストコントロールの徹底により修正後の予想値はクリアすることができました。 

 

これらの結果、当事業年度の業績は以下のとおりとなりました。 

売上高は、14,056百万円（前事業年度比△7.5％）、営業利益は、1,344百万円（前事業年度比△13.6％）、

経常利益は、1,393百万円（前事業年度比△12.3％）、当期純利益は、808百万円（前事業年度比△10.3％）

となりました。 

 

次期の見通しにつきましては、さまざまな経済対策や企業努力により足元の国内景気は徐々に回復軌

道に乗るものと予想しておりますが、設備投資意欲の本格的な改善までにはまだ時間がかかるものと考

えております。 

当社は、この大きな変化のうねりを乗り切るため「スピード＆チャレンジ」をキーワードとし、営業

力強化のため事業部長自らが営業責任者として受注獲得に取り組む攻めの営業を目指します。 

当社の強みであり他社との差別化を図る上でも重要な「基盤技術」は、これまでも多くの顧客企業か

ら高い評価をいただいており、これからも、社会に必要とされ続ける会社としての地位を確立してまい

ります。営業面では、体力強化を目的とした企業統合・再編も数多く想定され、これに伴うシステム化

の潜在需要を含め、候補案件の管理を徹底してまいります。また、更なる投資により当社独自の製品力

を高めるとともに、基盤エンジニアリング事業及び製品ソリューション事業での協業化を推進し、従来

とは違う新たなマーケットを創出しながら新規開拓をより強力に推し進め、最大のテーマである受注量

の確保を進めてまいります。また、人材面では新人を早期に戦力化し、高度化・多様化する技術への対

応スキルを育成するための投資を引続き積極的に行ってまいります。 

 

以上のことから、平成22年３月期の通期業績は、売上高13,000百万円、営業利益900百万円、経常利益

900百万円、当期純利益510百万円を予定しております。 

  
(２) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

〈資産〉 

資産合計は、前事業年度末に比べ240百万円減少し、9,962百万円（前事業年度末比△2.4％）となり

ました。 

流動資産の減少183百万円は、主に現金及び預金の増加1,125百万円、関係会社預け金(注)の減少766

百万円、売掛金の減少396百万円によるものであります。 

固定資産の減少57百万円は、主に投資有価証券の評価替えに伴う減少によるものであります。 

〈負債〉 

負債合計は、前事業年度末に比べ846百万円減少し、1,542百万円（前事業年度末比△35.4％）とな

りました。これは主に前期法人税等の納付に伴う未払法人税等の減少によるものであります。 

〈純資産〉 

純資産合計は、前事業年度末に比べ606百万円増加し、8,420百万円（前事業年度末比＋7.8％）とな

りました。これは主に当期純利益による増加であります。 

    注 ：関係会社預け金 
「ＣＳＫグループ・キャッシュマネジメントシステム」(ＣＭＳ：ＣＳＫグループの資金効率化を目的)による預入れであ 

ります。なお、当該預け先は、ＣＭＳの母体であり当社の親会社でもある株式会社ＣＳＫホールディングスであります。 
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② 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〉 

営業活動によるキャッシュ・フローは、566百万円（前事業年度比△777百万円）となりました。こ

れは主に営業収入の減少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〉 

投資活動によるキャッシュ・フローは、△19百万円（前事業年度比＋82百万円）となりました。こ

れは主に有形・無形固定資産取得支出の減少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〉 

財務活動によるキャッシュ・フローは、△188百万円（前事業年度比△32百万円）となりました。こ

れは配当の増額によるものであります。 

 

これらの結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末から359百万円増加

し、6,215百万円となりました。 
  

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 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 

平成20年 

３月期 

平成21年

３月期

自己資本比率(％) 78.0 76.5 80.5 75.9 76.6 84.5

時価ベースの自己資本比率(％) 119.4 93.9 92.9 84.7 57.8 41.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％) ― ― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) ― ― ― ― ― ―

（注）１．上記指標の算出方法 

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 

２．株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済株式総数により算出しております。 

３．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、有利子負

債及び利払いが発生していないため記載しておりません。 

 

(３) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は株主の皆様に対する利益還元を、経営の重要課題として認識しております。そのためには、企

業が社会的責任を負い、社会に貢献するとともに、絶えず成長性、技術力、開発力、株主資本利益率の

向上に努め、健全な経営基盤を確保することが肝要であると考えております。また、利益配当につきま

しては、業績、配当性向、内部留保等を総合的に勘案し、株主の皆様に納得していただけるように配慮

し、安定的な配当を継続して行うことを基本方針としております。なお、内部留保につきましては、将

来の事業展開のための設備投資資金や、より高度な技術に対する教育に活用し、事業の拡大に努めてま

いります。 

この方針に基づき、平成21年３月期の期末配当につきましては、１株当たり普通配当1,250円といたし

ます。これにより年間配当は中間配当1,250円と合わせて１株当たり2,500円となります。 

なお、期末配当は、本年６月開催予定の第25回定時株主総会に付議する予定であります。 

また、平成22年３月期の年間配当は2,500円（中間配当1,250円、期末配当1,250円）を見込んでおりま

す。 

 

(４) 事業等のリスク 

最近の有価証券報告書（平成20年６月20日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないた

め開示を省略しております。 
 
 
２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書（平成20年６月20日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社

の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 
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３．経営方針 

(１) 経営の基本方針 

当社は、「プロフェッショナル・サービス」の社是のもと、社員一人一人がプロフェッショナルとして

の自覚とスキルを持ち、高度なサービスを提供していくことによってお客様の満足を得ると同時に、情

報サービス産業の一端を担い、広く産業界に貢献することに努めております。プロフェッショナルとし

ての高い技術と、確かな知識及び情熱をもってお客様の問題解決に不断の努力をしてゆくことが当社の

存在理由であると考えております。 

また、株主の皆様の期待に充分に応えることは、企業として最重要の課題と認識しております。当社

は、経営理念として「顧客への提言」、「社会への責任」、「社員への信頼」を掲げ、単に技術のみを提供

するのではなく、顧客の抱える問題を顧客志向の提言により解決を図ること、社会的公器として企業活

動を通じて社会に貢献すること、社員に自己実現の場を提供し社員と会社の相互研鑽による共存共栄を

図ることを基本方針とし、「存在を期待される企業」を目指しております。 

 

(２) 目標とする経営指標 

当社は、安定して収益を生み出すことが、強固な収益基盤の形成には不可欠であると認識しており、

そのために営業利益の増額と利益率の改善に努めております。 

中長期的な目標としては売上高営業利益率10％を目標にしており、従業員１人当たりの売上・利益、

顧客当たりの売上・利益といった経営指標も設定し、生産性、収益性を重視しております。 

 

(３) 中長期的な経営戦略 

当社は、これまで顧客の様々なシステム開発ニーズに幅広く対応してまいりましたが、中でも最大の

強みは情報システムの効率化やコスト低減に不可欠な技術である基盤技術に関わる技術者を多数有して

いることにあります。当社は、コアコンピタンスである基盤技術の分野に一層特化することによって、

他社との差別化を図り、積極的にビジネス展開を図ってまいります。また、インターネットの急速な普

及やＥＲＰの浸透により多様化が進むシステム環境において、メインフレームからＷｅｂまで対応でき

る技術者を育成してまいります。 

更に、顧客別、チャネル別営業体制の強化により、顧客満足度の向上を図ると共に、既存チャネルに

加え、大手ベンダー、ＳＩｅr(注)、コンサルティング・ファームとの協業を進め、広く当社の特化技術

を提供することにより業績の向上を実現してまいります。 

 

(４) 対処すべき課題 

急激な景気減速に伴い、顧客企業においては、情報化投資を抑制する傾向が強まっており、案件の選

別や案件規模の見直しなどにより当社を取り巻く環境は厳しさを増しております。このような環境の中、

当社は得意とする「基盤技術」の強みを活かし、主要顧客である金融分野、運輸・旅行分野を始め、年々

高度化する顧客ニーズへの対応に努めてまいります。 

 

① 「基盤技術」の強化 

企業におけるシステム障害や情報漏洩などのトラブルが多発しており、信頼性の高いシステムを運

用する上で、システム基盤（インフラ）の重要性が益々高まってきております。その中で当社は、強

みである「基盤技術」をソリューションとして体系化を進め、顧客企業に対して提供していくため、

特色である「基盤技術」の専門集団を育成し、ソリューションの提供を加速させてまいります。 

 

② プロジェクト・マネジメント力の強化 

当社は、システム開発における品質の向上、不採算案件の発生防止、適正利益の確保を目的として、

「プロジェクトレビュー制度」を運用しております。プロジェクトレビューは、見積り、契約・計画、

局面、完了の各タイミングで実施しております。また、レビューの効果を上げるため、制度や運用面

での見直しを随時実施しております。 

この他、プロジェクト・マネジメント教育や勉強会等による人材育成を積極的に行ってまいります。 

 

③ ヒューマンリソースの適正化 

急激な景気減速に伴い企業の情報化投資の抑制傾向が強まる中、慢性的であった技術者の不足感は

一気に解消され、一転して余剰感が顕著となり始めている状況にあります。そのため、技術者の適正

配置やアイドルタイムの短縮化が課題として急浮上してまいりました。 

当社は、厳しい経営環境の中、営業面においてこれまで以上に受注確保を強化する一方で、必要と
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されるスキルを持った技術者については、部門を限定せず他部門とも柔軟に連携して最適化を図って

まいります。 

さらに、アイドルタイムを効率的に利用するため、技術の高度化・専門化に対応するための教育研

修にも引続き注力しながら、変化の激しい経営環境にいつでも即応できる体制を作ってまいります。 

 

 

 
 

    注 ：ＳＩｅｒ 

ユーザの用途に合わせてコンピュータのハードウェアとソフトウェアを組み上げることを業務とする企業 
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４．【財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,165,842 2,291,292 

関係会社預け金 ※1 4,690,866 ※1 3,924,483 

売掛金 ※2 2,795,399 ※2 2,399,343 

仕掛品 105,609 72,073 

前払費用 116,532 120,119 

繰延税金資産 414,999 288,064 

その他 25,373 35,922 

流動資産合計 9,314,623 9,131,298 

固定資産 

有形固定資産 

建物 8,842 6,727 

減価償却累計額 △3,666 △3,569 

建物（純額） 5,175 3,157 

工具、器具及び備品 173,405 174,426 

減価償却累計額 △101,863 △127,787 

工具、器具及び備品（純額） 71,541 46,639 

有形固定資産合計 76,717 49,796 

無形固定資産 

ソフトウエア 53,741 50,474 

電話加入権 3,057 3,057 

その他 1,114 939 

無形固定資産合計 57,913 54,470 

投資その他の資産 

投資有価証券 292,280 269,330 

長期前払費用 1,375 586 

敷金及び保証金 ※2 238,043 ※2 237,543 

前払年金費用 222,396 219,593 

その他 950 218 

貸倒引当金 △949 － 

投資その他の資産合計 754,094 727,272 

固定資産合計 888,726 831,540 

資産合計 10,203,349 9,962,839 

㈱ＪＩＥＣ（４２９１）　平成21年３月期決算短信（非連結）

－ 7 －



(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 553,683 378,966 

未払金 16,164 16,077 

未払費用 297,285 147,904 

未払法人税等 484,133 103,604 

未払消費税等 96,255 52,716 

前受金 35,020 54,736 

預り金 66,256 33,847 

賞与引当金 732,445 655,534 

流動負債合計 2,281,244 1,443,386 

固定負債 

繰延税金負債 94,850 85,826 

役員退職慰労引当金 13,004 13,004 

固定負債合計 107,854 98,830 

負債合計 2,389,098 1,542,216 

純資産の部 

株主資本 

資本金 674,184 674,184 

資本剰余金 

資本準備金 640,884 640,884 

資本剰余金合計 640,884 640,884 

利益剰余金 

利益準備金 33,640 33,640 

その他利益剰余金 

別途積立金 5,500,000 6,000,000 

繰越利益剰余金 947,641 1,067,624 

利益剰余金合計 6,481,282 7,101,265 

株主資本合計 7,796,351 8,416,334 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 17,899 4,288 

評価・換算差額等合計 17,899 4,288 

純資産合計 7,814,251 8,420,622 

負債純資産合計 10,203,349 9,962,839 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 15,197,138 14,056,924 

売上原価 11,804,619 10,894,039 

売上総利益 3,392,518 3,162,884 

販売費及び一般管理費 ※1 1,836,086 ※1 1,818,622 

営業利益 1,556,431 1,344,261 

営業外収益 

受取利息 ※2 27,063 ※2 39,535 

生命保険配当金 6,711 3,961 

その他 7,196 13,811 

営業外収益合計 40,972 57,309 

営業外費用 

支払手数料 9,140 8,382 

営業外費用合計 9,140 8,382 

経常利益 1,588,263 1,393,189 

特別利益 

受取和解金 － 16,000 

固定資産売却益 ※3 17 ※3 － 

特別利益合計 17 16,000 

特別損失 

固定資産除却損 ※4 17,449 ※4 2,228 

その他 2,799 － 

特別損失合計 20,249 2,228 

税引前当期純利益 1,568,031 1,406,960 

法人税、住民税及び事業税 742,775 471,102 

法人税等調整額 △76,337 127,250 

法人税等合計 666,438 598,352 

当期純利益 901,593 808,607 
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(単位：千円)

 
  

                             (注) 
 

  

  

  

  

(3)【売上原価明細書】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

区分
注記 
番号

金額 構成比(％) 金額 構成比(％)

Ⅰ 労務費 ※２ 5,129,795 43.9 5,119,530 47.1

Ⅱ 外注費 6,006,369 51.5 5,242,742 48.3

Ⅲ 購入品費 215,719 1.8 133,489 1.2

Ⅳ 経費

   教育費 23,077 22,479

   賃借料 116,040 109,434

   旅費交通費 66,257 57,550

   その他 116,463 321,838 2.8 175,277 364,741 3.4

  当期総製造費用 11,673,724 100.0 10,860,504 100.0

  期首仕掛品たな卸高 236,504 105,609

合計 11,910,228 11,966,113

  期末仕掛品たな卸高 105,609 72,073

  当期売上原価 11,804,619 10,894,039

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

  １ 原価計算の方法   １ 原価計算の方法

個別原価計算による実際原価計算

であります。

同左

原価差額は期末において、仕掛

品、売上原価に配賦しております。

 ※２ 労務費のうち引当金繰入額  ※２ 労務費のうち引当金繰入額

賞与引当金繰入額 614,344千円 賞与引当金繰入額 557,890千円
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(4)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 674,184 674,184 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 674,184 674,184 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 640,884 640,884 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 640,884 640,884 

資本剰余金合計 

前期末残高 640,884 640,884 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 640,884 640,884 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 33,640 33,640 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 33,640 33,640 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 533 － 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △533 － 

当期変動額合計 △533 － 

当期末残高 － － 

別途積立金 

前期末残高 5,000,000 5,500,000 

当期変動額 

別途積立金の積立 500,000 500,000 

当期変動額合計 500,000 500,000 

当期末残高 5,500,000 6,000,000 

繰越利益剰余金 

前期末残高 699,844 947,641 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 533 － 

別途積立金の積立 △500,000 △500,000 

剰余金の配当 △154,329 △188,625 

当期純利益 901,593 808,607 

当期変動額合計 247,797 119,982 

当期末残高 947,641 1,067,624 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計 

前期末残高 5,734,018 6,481,282 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

剰余金の配当 △154,329 △188,625 

当期純利益 901,593 808,607 

当期変動額合計 747,263 619,982 

当期末残高 6,481,282 7,101,265 

株主資本合計 

前期末残高 7,049,087 7,796,351 

当期変動額 

剰余金の配当 △154,329 △188,625 

当期純利益 901,593 808,607 

当期変動額合計 747,263 619,982 

当期末残高 7,796,351 8,416,334 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 15,699 17,899 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,200 △13,611 

当期変動額合計 2,200 △13,611 

当期末残高 17,899 4,288 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 15,699 17,899 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,200 △13,611 

当期変動額合計 2,200 △13,611 

当期末残高 17,899 4,288 

純資産合計 

前期末残高 7,064,787 7,814,251 

当期変動額 

剰余金の配当 △154,329 △188,625 

当期純利益 901,593 808,607 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,200 △13,611 

当期変動額合計 749,464 606,370 

当期末残高 7,814,251 8,420,622 
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(5)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業収入 15,421,694 14,472,695 

外注費の支払及び購入による支出 △6,309,358 △5,550,948 

人件費の支出 △5,944,897 △6,368,560 

その他の営業支出 △1,131,907 △1,181,454 

小計 2,035,531 1,371,731 

利息及び配当金の受取額 26,865 43,020 

法人税等の支払額 △719,146 △848,539 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,343,250 566,212 

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 △50,706 △9,233 

有形固定資産の売却による収入 1,033 － 

無形固定資産の取得による支出 △54,933 △10,358 

敷金及び保証金の差入による支出 △288 △4,602 

敷金及び保証金の回収による収入 1,607 5,101 

その他 1,710 △40 

投資活動によるキャッシュ・フロー △101,575 △19,132 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △155,196 △188,014 

財務活動によるキャッシュ・フロー △155,196 △188,014 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,086,478 359,066 

現金及び現金同等物の期首残高 4,770,231 5,856,709 

現金及び現金同等物の期末残高 5,856,709 6,215,776 
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該当事項はありません。 

  

 
  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時

価法

(評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定)

その他有価証券

時価のあるもの

同左

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 たな卸資産の評価基準及

び評価方法

仕掛品

個別法による原価法

仕掛品

個別法による原価法(収益性の低

下による簿価切下げの方法) 

  (会計方針の変更)

当事業年度から「棚卸資産の評価

に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成18年７月５日 企業会

計基準第９号)を適用し、評価基準

については、個別法による原価法

(収益性の低下による簿価切下げの

方法)に変更しております。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法により償却しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物        10～15年

工具、器具及び備品 ４～15年

(1) 有形固定資産

定率法により償却しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物        10～15年

工具、器具及び備品 ４～15年

  (会計方針の変更)

当事業年度から、法人税法の改正

に伴い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しており

ます。

これによる損益に与える影響は軽

微であります。

  (追加情報)

当事業年度から、法人税法の改正

に伴い、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌事業年度

から５年間で備忘価額まで均等償却

する方法によっております。

これによる損益に与える影響は軽

微であります。

また、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却可能限度

額まで償却が終了した翌事業年度か

ら５年間で備忘価額まで均等償却す

る方法によっております。
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

(2) 無形固定資産

定額法により償却しております。

なお、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)に基づく定額法により償

却しております。

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

定額法により償却しております。

(3) 長期前払費用

同左

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上してお

ります。

なお、当事業年度においては該当

がないため計上しておりません。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、支給見込額に基づ

き計上しております。

(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、

当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

数理計算上の差異は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(12年)による定額法によ

り翌事業年度から費用処理しており

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

16年６月23日の株主総会後必要額は

増加いたしません。

(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。

───────

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

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か月以内に償還期限及び満

期の到来する短期投資からなっており

ます。

同左

７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

同左
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会計方針の変更

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

─────── （リース取引に関する会計基準等）
当事業年度から「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正
平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リー
ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30
日 企業会計基準適用指針第16号）を適用し、所有権
移転外ファイナンス・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から通常の売
買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース
資産として計上しております。
また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産の減価償却の方法については、リース期
間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採
用しております。
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き
続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を
採用しております。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、総資

産及び損益に与える影響はありません。
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財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度 
(平成21年３月31日)

※１ 「関係会社預け金」は、「ＣＳＫグループ・キャ

ッシュマネジメントシステム」(ＣＭＳ：ＣＳＫグ

ループの資金効率化を目的)による預入れでありま

す。なお、当該預け先は、ＣＭＳの母体であり当社

の親会社でもある株式会社ＣＳＫホールディングス

であります。

※１          同左

※２ 関係会社に対するものが、次のとおり含まれてお

ります。

売掛金 171,272千円

敷金及び保証金 215,285千円

※２ 関係会社に対するものが、次のとおり含まれてお

ります。

売掛金 167,846千円

敷金及び保証金 219,778千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。なお、販売費の割合は僅少に

つき一般管理費のみ記載いたしております。

役員報酬 187,303千円

給与手当 465,615千円

従業員賞与 93,534千円

賞与引当金繰入額 112,244千円

法定福利費 97,546千円

家賃 181,844千円

減価償却費 47,475千円

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次

のとおりであります。なお、販売費の割合は僅少に

つき一般管理費のみ記載いたしております。

役員報酬 191,584千円

給与手当 529,937千円

従業員賞与 37,101千円

賞与引当金繰入額 97,043千円

法定福利費 100,527千円

家賃 177,225千円

減価償却費 18,284千円

※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。

受取利息 25,146千円

※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。

受取利息 37,445千円

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 17千円

※３       ───────

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

工具、器具及び備品 1,163千円

ソフトウェア 16,069千円

その他 216千円

 計 17,449千円

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 1,280千円

工具、器具及び備品 535千円

その他 413千円

 計 2,228千円
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

(株主資本等変動計算書関係)

発行済株式
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 68,591 ― ― 68,591

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19年６月21日 
定時株主総会

普通株式 85,738 1,250 平成19年３月31日 平成19年６月22日

平成19年10月25日 
取締役会

普通株式 68,591 1,000 平成19年９月30日 平成19年12月４日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月20日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 102,886 1,500 平成20年３月31日 平成20年６月23日

発行済株式
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 68,591 ― ― 68,591

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20年６月20日 
定時株主総会

普通株式 102,886 1,500 平成20年３月31日 平成20年６月23日

平成20年10月24日 
取締役会

普通株式 85,738 1,250 平成20年９月30日 平成20年12月２日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月23日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 85,738 1,250 平成21年３月31日 平成21年６月24日
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当事業年度（自 平成20年４月

１日 至 平成21年３月31日）のいずれにおいてもデリバティブ取引を利用していないため該当事項

はありません。 

  

  

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当事業年度（自 平成20年４月

１日 至 平成21年３月31日）のいずれにおいても該当事項はありません。 

  

  

  

リース取引、有価証券、税効果会計、退職給付、ストック・オプション等に関する注記事項につい

ては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,165,842千円

関係会社預け金勘定 4,690,866千円

現金及び現金同等物 5,856,709千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,291,292千円

関係会社預け金勘定 3,924,483千円

現金及び現金同等物 6,215,776千円

(デリバティブ取引関係)

(持分法投資損益等)

(開示の省略)

㈱ＪＩＥＣ（４２９１）　平成21年３月期決算短信（非連結）

－ 19 －



前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１ 親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

  

  （追加情報） 

     当事業年度から、「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会  平成18年10月17日

企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会

平成18年10月17日 企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。 

   

１ 関連当事者との取引 

 財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等 

  

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２ 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含めて表示しております。 

  

  

２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

 親会社情報 

    株式会社ＣＳＫホールディングス（東京証券取引所に上場） 

  

(関連当事者情報)

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関係内容
取引の内容

取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

株式会社
ＣＳＫホ
ールディ
ングス

東京都 
港区

73,225 持株会社
直接
(被所有) 
69.5

兼任２人

事務所の
賃借及び
資金の預
入れ

事務所の賃
借

237,598
敷金及び
保証金

215,285

資金の預入
れ

2,269,090
関係会社
預け金

4,690,866

利息の受取
り

25,146 未収収益 3,827

種類
会社等 
の名称

所在地
資本金又 
は出資金 
(百万円)

事業の内容 
又は職業

議決権等
の所有 

(被所有)割合
(％)

関連当事者との関係
取引の内容

取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

株式会社
ＣＳＫホ
ールディ
ングス

東京都 
港区

73,225 持株会社
直接
(被所有) 
69.5

兼任２人

事務所の
賃借及び
資金の預
入れ

事務所の賃
借

235,003
敷金及び
保証金

219,778

資金の払戻
し

766,382
関係会社
預け金

3,924,483

利息の受取
り

37,445 未収収益 3,551
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(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  
該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 113,925.32円 １株当たり純資産額 122,765.70円

１株当たり当期純利益 13,144.49円 １株当たり当期純利益 11,788.83円

なお、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。

なお、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。

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益 901,593千円 808,607千円

普通株主に帰属しない金額 ― 千円 ― 千円

普通株式に係る当期純利益 901,593千円 808,607千円

普通株式の期中平均株式数 68,591株 68,591株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額 ― 千円 ― 千円

普通株式増加数 ― 株 ― 株

(うち新株予約権) (― 株) (― 株)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後
１株当たり当期純利益の算定に含めなかった
潜在株式の概要

─────── ───────

(重要な後発事象)
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５．生産、受注及び販売の状況

（１） 生産の実績

　　　当事業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：千円）

シ ス テ ム 開 発 13,803,950 △6.1％ 

（注）１　金額には、消費税等は含まれておりません。
　　　２　生産実績は、販売価格に基づいて算出しております。

（２） 受注の実績

　　　当事業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：千円）

シ ス テ ム 開 発 13,666,966 △7.4％ 1,350,321 △11.2％ 

製 品 販 売 298,746 1.1％ 164,421 93.2％ 

13,965,712 △7.2％ 1,514,743 △5.7％ 

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。

（３） 販売の実績

　　　当事業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：千円）

シ ス テ ム 開 発 13,837,486 △6.7％ 

製 品 販 売 219,437 △39.8％ 

14,056,924 △7.5％ 

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。

合　　　　　計

受　注　高 受 注 残 高
前年同期比 前年同期比

品　　　　　　目

品　　　　　　目

合　　　　　計

販　　売　　高
前年同期比

前年同期比
品　　　　　　目 生　　産　　高
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