
平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月15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
定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 配当支払開始予定日 平成21年6月29日

有価証券報告書提出予定日 平成21年6月29日

1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 13,931 3.6 1,189 △8.6 1,231 △9.8 558 △23.5

20年3月期 13,449 6.9 1,301 9.8 1,364 11.0 730 20.0

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 82.55 ― 8.5 13.1 8.5
20年3月期 104.50 ― 11.7 14.9 9.7

（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 9,278 6,658 71.7 1,006.32
20年3月期 9,451 6,476 68.5 929.72

（参考） 自己資本   21年3月期  6,654百万円 20年3月期  6,473百万円

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 720 81 △440 3,569
20年3月期 904 △110 △186 3,208

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） 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 ― 0.00 ― 23.00 23.00 160 22.0 2.6
21年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 165 30.3 2.6

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 10.00 10.00 36.7

3.  22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結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 
連結累計期間

5,800 △15.8 20 △96.3 34 △94.0 20 △93.9 3.02

通期 11,900 △14.6 300 △74.8 320 △74.0 180 △67.8 27.22



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) 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） 

（注） 詳細は、17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 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 及び 20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） 

（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。 

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 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 1,023,396株 20年3月期  673,280株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 10,743 5.0 777 △11.8 874 △12.6 427 △17.0

20年3月期 10,236 0.3 881 △0.4 1,001 1.5 515 10.3

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

21年3月期 63.23 ―

20年3月期 73.74 ―

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 8,266 5,990 72.5 905.91
20年3月期 8,416 5,940 70.6 853.12

（参考） 自己資本 21年3月期  5,990百万円 20年3月期  5,940百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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）

※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３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

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

4,200 △20.0 △110 ― △70 ― △40 ― △6.05

通期 8,700 △19.0 100 △87.1 180 △79.4 100 △76.6 15.12



(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、米国大手金融機関の経営破綻が引き金となった金融危機によって世界

経済が大きく失速する中、急速な円高と需要の減少により輸出産業を中心に大幅な減産を強いられ、企業業績が

急激に悪化したことにより雇用不安が広がり、個人消費は一段と冷え込みました。 

 当社グループが属する情報サービス産業界においても、企業が設備投資を大幅に抑制する動きがあり、それに

伴って開発案件の規模縮小、低価格化が進むなど厳しい環境にあります。また、顧客企業の事業の見直しや外注

費の削減などにより、取引先の絞り込みが進んでおります。 

 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が伸び悩んだものの、ネットワー

クサポート事業を中心に堅調な引き合いが続いたことにより売上高は前連結会計年度を上回ることができました

が、稼働率の低下による原価率の悪化や投資有価証券売却損等の発生により、増収減益となりました。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は13,931百万円で前連結会計年度比481百万円の増（3.6％増）、営業利

益につきましては1,189百万円で前連結会計年度比111百万円の減（8.6％減）、経常利益につきましては1,231百

万円で前連結会計年度比133百万円の減（9.8％減）、当期純利益につきましては558百万円で前連結会計年度比

171百万円の減（23.5％減）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受注が減

少したことにより、売上高は4,687百万円（前連結会計年度比5.5％減）、営業利益は1,214百万円（同

16.5％減）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設備投資抑制により延期あるいは規模縮小されたこと等により、売上高は3,340

百万円（前連結会計年度比4.9％減）、営業利益は476百万円（同3.5％減）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受注は堅調で、売上高は4,853百万円（前連結会計年度比21.2％増）、営業

利益は885百万円（同26.0％増）となりました。 

（ニ）情報処理事業等 

 主要顧客である健康保険組合や地方自治体へのオペレーター派遣業務などが堅調に推移し、売上高は

1,049百万円（前連結会計年度比7.9％増）、営業利益については70百万円（同36.2％増）となりました。 

 次連結会計年度の見通しにつきましては、国内経済は世界規模の景気後退による大幅な需要減少の影響を受

け、多くの企業で減収や減益が見込まれるなど先行きは不透明であります。企業のＩＴ投資もより慎重となり、

今後も計画の見直しや先送りが行われるなど厳しい事業環境が続くものと思われます。 

 国内のＩＴ環境は、次世代ネットワークの商用化、情報端末としての携帯電話の浸透、家電や乗用車の情報化

が実現し、本格的なユビキタス社会の到来を迎えつつあります。 

 このような環境の中で当社グループは、あらゆるＩＴ機器の基幹部品であるシステムＬＳＩの開発、携帯端末

や車載用機器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、ユビキタス社会実現のための一翼を担っています。 

 しかし、一方では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様々な課題がありますが、こうした

課題に対しては、チーム制による組織の活性化、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、当社グループは人材育成・組織づくりのスローガン「Ｔｅａｍ ＫＳＫ」のもと、社員の技術力や人間

力の向上、それらが形成されて一体となった時に発揮される現場力の向上を目指し、社内教育機関であるＫＳＫ

カレッジの機能充実、社内外研修の拡充など、引き続き人材育成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担当部署を中心に、社会貢献や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運用・改善、金融商品取引法への対応、環境ＩＳＯ、品質ＩＳＯ、個人情報保護、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、次連結会計年度の連結業績の予想といたしましては、売上高11,900百万円、営業利益300百万

円、経常利益320百万円、当期純利益180百万円を見込んでおります。 

１．経営成績



(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9,278百万円で前連結会計年度末比173百万円の減少（前連

結会計年度末比1.8％減）となりましたが、これは主に現金及び預金が361百万円、有価証券が200百万円それぞ

れ増加した一方、投資有価証券が423百万円、保険積立金が148百万円それぞれ減少したことなどによるものであ

ります。 

 負債につきましては、2,620百万円で前連結会計年度末比354百万円の減少（前連結会計年度末比11.9％減）と

なりましたが、これは主に未払法人税等が362百万円減少したことなどによるものであります。 

 純資産につきましては、6,658百万円で前連結会計年度末比181百万円の増加（前連結会計年度末比2.8％増）

となりましたが、これは主に利益剰余金が398百万円増加したことや評価・換算差額等が23百万円増加した一

方、自己株式の取得により控除額が240百万円増加したことなど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361百万円増加し、当連結会計年度末には3,569百万円となりました。 

  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720百万円（前連結会計年度比20.4％減）となりましたが、これは主に投資有価

証券の売却損や買掛金が増加した一方で、税金等調整前当期純利益や賞与引当金及び売掛金が減少したことなど

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） 

  投資活動の結果得られた資金は81百万円（前連結会計年度は110百万円の支出）となりましたが、これは主に

保険積立金の取り崩しによる収入があったこと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） 

  財務活動の結果使用した資金は440百万円（前連結会計年度比136.6%増）となりましたが、これは主に自己株

式の取得による支出が増加した一方で、短期借入金の借入額が減少したことなど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 

 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。 

(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、連結業績に応

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

開発及び社員の技術研修、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２５円を予定しております。 

  なお、平成22年３月期の期末配当金につきましては、上記方針により１株当たり１０円を予定しております。

  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（％）  68.5  72.4  68.1  68.5  71.7

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 86.0  123.5  66.2  50.9  37.4

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％） 
 43.2  6.2  5.9  8.8  5.6

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 108.7  614.0  858.0  400.4  453.9



(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41%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

ております。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 優先課題と捉えており、社内に独自の研修機関（ＫＳＫカレッジ）を持ち常に 新技術の動向に対

応すべくグループ社員の研修を行っておりますが、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、技術が陳腐化したり育成が間に合わないことで受注機会を逸することが考えられ、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。 

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

の一時停止などによって、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。 



 当社及び当社の関係会社（以下、当社グループという。）は、当社、子会社３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」及び「情報処理事業等」であります。 

  なお、前連結会計年度において連結子会社であった株式会社ＫＳＫアルパは、平成20年10月１日をもって当社と合

併しております。  

  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。 

 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。 

 

  

  

２．企業集団の状況

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九州（連結子会社） 

（会社総数２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） 



(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及び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担当部署を中心に、社会への貢献、法令遵守の徹底や内部統

制システムの運用・改善、金融商品取引法への対応、環境ＩＳＯ、品質ＩＳＯ及び個人情報保護などに取組んでおり

ます。さらに、当社の経営資源は人材であり、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ま

す。そのために、当社は技術力や人間力、それらが形成されて一体となった時に発揮される現場力の向上を目指し、

社内研修機関であるＫＳＫカレッジを持ち業界トップクラスの教育投資を継続して行っております。 

 当社グループでは、社員一人ひとりの高い技術力や人間力が、お客様の期待に応え、その個々の能力が集団で発揮

できる組織力こそが、加速する技術革新と厳しいグローバル経済に勝ち抜ける源泉であると考えております。Ｔｅａ

ｍ ＫＳＫのスローガンのもと、２１世紀のパラダイムシフトに適応するプロフェッショナル集団として、お客様に

新たな価値を提供し続ける企業を目指し、これからも全力で事業に取り組んでまいります。 

(２）目標とする経営指標 

 当社グループは、企業価値向上と競争力強化のため、売上高営業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５％、営業利益率７％を目標としておりま

す。 

(３）中長期的な会社の経営戦略 

 世界経済の競争の加速、ユビキタス社会における２１世紀産業の追随、お客様ニーズの高度化・多様化、市場プレ

イヤーの流動化、人口減少による労働力の不足など、２１世紀における当社グループを取り巻く環境は目まぐるしく

変化し、さらに激しさが増すものと思われます。   

  当社グループでは、こうした激しい変化に適応する強い経営基盤づくりを推進し、成長へのチャンスと変える経営

戦略「構想２１」を策定しております。「構想２１」は、２１世紀の高度情報化社会における信頼される担い手とし

て、当社グループがエクセレントカンパニーへと飛躍するために、事業規模の成長、変化に左右されにくい収益体

質、ステークホルダーから信用・信頼・支持を得ること、従業員が誇りを持って働けることを目指しております。 

  この構想を実現化するためにグループの全社員が共有すべき価値を「ＫＳＫ Ｖａｌｕｅ」として定め、当社グル

ープにとって 大のコアコンピタンス「人材、組織づくり＝Ｔｅａｍ ＫＳＫ」の強化を示したものであります。社

員の技術力の向上、人間力の向上とチーム制による強い連帯感、現場力の向上、それらが当社グループの財産である

社員の従業員満足度の向上につながり、ひいては顧客満足度、株主満足度、さらには一層の企業価値の向上につなが

ると考え、当社グループの従業員が一体となって、その実現を目指しております。  

 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を中心に

行っております。 

半導体設計ではこれまでの開発経験を活かし、情報機器、情報家電、携帯情報端末、自動車電装のコアとなるシス

テムＬＳＩの回路設計から評価に至るまでの全ての工程を一貫して対応することを行ってまいります。 

携帯電話用ソフトウェア開発では、詳細設計から総合評価までの一貫開発はもちろん、どのフェーズからでも柔軟

に対応することを目指し、品質についてはＩＳＯ9001といったマネジメントシステムによる継続的な改善を重視して

まいります。 

コンピュータのシステム設計では、これまでハードウェアの開発支援やシステム構成支援で培った経験を活かし

て、各種ミドルウェアの構築業務にも携わってまいります。また、回路設計では仕様設計からプリント配線基盤設計

までを 先端技術で一貫してサポートし、計測系のパフォーマンスボードなどに特化した設計を強みとしてまいりま

す。  

３．経営方針



（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、エンドユーザーからの受託ソフトウェア開発及び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を中心に行っております。 

汎用系からオープン系及びＷｅｂサイト構築・開発、ネットワークを含むインフラまで、幅広い分野に対応しワン

ストップでトータルソリューションを提供することを目指します。 

多様化し続ける携帯電話向けのコンテンツ・アプリケーション開発支援においては、独自に培ったナレッジを活用

し、携帯向けサービスを提供する事業者や開発会社向けに、サービスの開発・運用をサポートする製品やサービスを

引き続き提供してまいります。 

ＳＡＰ、Ｏｒａｃｌｅ ＥＢＳ、ｇｌｏｖｉａ.ｃｏｍなどのＥＲＰ製品に精通した技術者を中心に、インプリメ

ントやアドオン開発、また、これらのＥＲＰ製品に派生するアプリケーションの開発を行ってまいります。  

（ネットワークサポート事業） 

本事業は、ネットワークシステムの構築支援、運用・保守サービス及びサポートセンター支援業務などを中心に行

っております。 

グローバルネットワークから小規模ＬＡＮまで、マルチベンダーに対応し、高信頼性、セキュアなネットワークシ

ステムの設計・構築サービス、さらには運用・保守までのワンストップソリューションを提供してまいります。 

ネットワークに関する様々な技術的課題を機動的かつ効率的に解決することを目的とし、プロフェッショナルなサ

ービスを提供することを目指します。  

（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康保険組合を中心としたオペレーター派遣やデーターエントリー業務

を中心に行っております。 

人材派遣、各種の事務局機能代行などといった、官公庁や健康保険組合などの事務効率化とコストセーブに寄与す

るアウトソーシング業務を拡大してまいります。 

データーエントリーにおいては、万全の機密保持と個人情報管理の対策を整え、厳重なセキュリティ設備のもと

で、高速・高精度なサービスを提供してまいります。 

(４）会社の対処すべき課題 

  当社グループが対処すべき主要な課題は以下のとおりであります。 

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、チーム制

による柔軟で強い組織、ＩＳＯをベースとしたプロジェクト管理の徹底など、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事業構造の見直し 

  既存事業分野については、市場環境や成長性を勘案し選択と集中を図ってまいります。 

 将来に向けての成長性を確保するため、新規ビジネスを創造してまいります。 

③人材育成 

  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。 

（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。  



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,408,258 3,769,341

受取手形及び売掛金 2,490,187 2,418,585

有価証券 － 200,000

たな卸資産 116,779 －

商品 － 624

仕掛品 － 106,935

原材料及び貯蔵品 － 657

繰延税金資産 482,836 464,753

その他 326,238 288,200

貸倒引当金 △4,285 △3,893

流動資産合計 6,820,013 7,245,203

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,174,383 1,176,367

減価償却累計額 △624,168 △656,425

減損損失累計額 － △7,407

建物及び構築物（純額） 550,214 512,534

土地 139,511 139,511

建設仮勘定 3,340 10,020

その他 393,193 360,764

減価償却累計額 △290,723 △280,775

減損損失累計額 － △2,065

その他（純額） 102,469 77,924

有形固定資産合計 795,536 739,989

無形固定資産   

その他 80,327 80,486

無形固定資産合計 80,327 80,486

投資その他の資産   

投資有価証券 1,100,222 676,618

繰延税金資産 214,136 249,135

その他 445,028 287,861

貸倒引当金 △3,700 △1,000

投資その他の資産合計 1,755,687 1,212,616

固定資産合計 2,631,550 2,033,092

資産合計 9,451,564 9,278,296



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 111,902 112,493

短期借入金 80,000 40,000

未払費用 － 480,687

未払法人税等 463,155 101,052

賞与引当金 935,000 857,400

その他 743,064 326,661

流動負債合計 2,333,122 1,918,295

固定負債   

退職給付引当金 390,706 401,504

役員退職慰労引当金 250,800 300,232

固定負債合計 641,507 701,736

負債合計 2,974,629 2,620,032

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 3,686,435 4,084,766

自己株式 △265,273 △505,700

株主資本合計 6,506,626 6,664,531

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,898 △9,734

評価・換算差額等合計 △32,898 △9,734

少数株主持分 3,206 3,467

純資産合計 6,476,934 6,658,264

負債純資産合計 9,451,564 9,278,296



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成19年４月１日から 
 平成20年３月31日まで) 

当連結会計年度 
(平成20年４月１日から 
 平成21年３月31日まで) 

売上高 13,449,174 13,931,132

売上原価 10,223,885 10,857,407

売上総利益 3,225,289 3,073,724

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 3,993 －

役員報酬 198,969 177,863

給料及び手当 389,577 389,035

賞与引当金繰入額 51,043 38,602

退職給付費用 4,908 8,545

役員退職慰労引当金繰入額 21,777 31,578

減価償却費 67,355 62,888

募集費 300,597 229,693

その他 ※1  885,937 ※1  945,751

販売費及び一般管理費合計 1,924,159 1,883,958

営業利益 1,301,129 1,189,766

営業外収益   

受取利息 6,376 6,676

受取配当金 49,628 28,481

その他 10,947 8,709

営業外収益合計 66,953 43,867

営業外費用   

支払利息 2,208 1,661

保険積立解約損 1,337 －

自己株式取得費用 － 394

その他 336 415

営業外費用合計 3,881 2,471

経常利益 1,364,201 1,231,162

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 596

固定資産売却益 ※2  355 －

投資有価証券売却益 24,301 －

受取保険金 － 100,112

特別利益合計 24,656 100,708



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成19年４月１日から 
 平成20年３月31日まで) 

当連結会計年度 
(平成20年４月１日から 
 平成21年３月31日まで) 

特別損失   

固定資産売却損 ※3  270 ※3  12,322

固定資産除却損 ※4  2,674 ※4  3,875

投資有価証券売却損 － 160,792

投資有価証券評価損 55,496 89,452

会員権売却損 － 3,566

役員退職慰労引当金繰入額 － 48,000

特別退職金 － ※5  47,797

減損損失 － ※6  15,027

特別損失合計 58,441 380,834

税金等調整前当期純利益 1,330,416 951,035

法人税、住民税及び事業税 694,200 425,100

法人税等調整額 △94,609 △32,808

法人税等合計 599,591 392,292

少数株主利益 622 261

当期純利益 730,203 558,482



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成19年４月１日から 
 平成20年３月31日まで) 

当連結会計年度 
(平成20年４月１日から 
 平成21年３月31日まで) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,448,468 1,448,468

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,448,468 1,448,468

資本剰余金   

前期末残高 1,636,996 1,636,996

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,636,996 1,636,996

利益剰余金   

前期末残高 3,096,696 3,686,435

当期変動額   

剰余金の配当 △140,464 △160,151

当期純利益 730,203 558,482

当期変動額合計 589,738 398,331

当期末残高 3,686,435 4,084,766

自己株式   

前期末残高 △219,265 △265,273

当期変動額   

自己株式の取得 △46,007 △240,426

当期変動額合計 △46,007 △240,426

当期末残高 △265,273 △505,700

株主資本合計   

前期末残高 5,962,895 6,506,626

当期変動額   

剰余金の配当 △140,464 △160,151

当期純利益 730,203 558,482

自己株式の取得 △46,007 △240,426

当期変動額合計 543,730 157,904

当期末残高 6,506,626 6,664,531



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成19年４月１日から 
 平成20年３月31日まで) 

当連結会計年度 
(平成20年４月１日から 
 平成21年３月31日まで) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 33,738 △32,898

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66,637 23,164

当期変動額合計 △66,637 23,164

当期末残高 △32,898 △9,734

評価・換算差額等合計   

前期末残高 33,738 △32,898

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66,637 23,164

当期変動額合計 △66,637 23,164

当期末残高 △32,898 △9,734

少数株主持分   

前期末残高 2,584 3,206

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 622 261

当期変動額合計 622 261

当期末残高 3,206 3,467

純資産合計   

前期末残高 5,999,218 6,476,934

当期変動額   

剰余金の配当 △140,464 △160,151

当期純利益 730,203 558,482

自己株式の取得 △46,007 △240,426

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66,014 23,425

当期変動額合計 477,715 181,330

当期末残高 6,476,934 6,658,264



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成19年４月１日から 
 平成20年３月31日まで) 

当連結会計年度 
(平成20年４月１日から 
 平成21年３月31日まで) 

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 1,330,416 951,035

減価償却費 112,873 100,355

減損損失 － 15,027

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,993 △3,092

賞与引当金の増減額（△は減少） 199,000 △77,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,967 10,797

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,487 49,431

受取利息及び受取配当金 △56,005 △35,158

支払利息 2,208 1,661

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,589 16,198

投資有価証券売却損益（△は益） △24,301 160,792

投資有価証券評価損益（△は益） 55,496 89,452

売上債権の増減額（△は増加） △52,558 71,601

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,133 8,561

仕入債務の増減額（△は減少） △81,454 590

その他 △9,425 113,629

小計 1,556,420 1,473,285

利息及び配当金の受取額 55,869 34,864

利息の支払額 △2,260 △1,586

法人税等の支払額 △705,038 △785,833

営業活動によるキャッシュ・フロー 904,991 720,729

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △200,000

有形固定資産の取得による支出 △45,579 △58,993

有形固定資産の売却による収入 1,252 17,619

無形固定資産の取得による支出 △14,973 △37,384

投資有価証券の取得による支出 △74,545 △202,061

投資有価証券の売却による収入 29,616 381,832

保険積立金の払戻による収入 － 154,079

その他 △6,137 25,971

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,366 81,063

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 400,000 300,000

短期借入金の返済による支出 △400,000 △340,000

自己株式の取得による支出 △46,007 △240,821

配当金の支払額 △140,085 △159,889

財務活動によるキャッシュ・フロー △186,092 △440,710

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 608,531 361,082

現金及び現金同等物の期首残高 2,599,726 3,208,258

現金及び現金同等物の期末残高 ※  3,208,258 ※  3,569,341



前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20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20年４月１日から平成21年３月31日まで） 

 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



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19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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   

１．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社の数   ３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九州 

   なお、前連結会計年度において連結子会社であっ

  た株式会社ＫＳＫアルパは、平成20年10月１日を 

  もって当社と合併しており、平成20年４月１日か 

  ら合併日前日までの損益計算書について連結して 

  おります。  

(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。 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

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  

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 

ａ 満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法）  

ｂ 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  

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 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 

  評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下

 げの方法）によっております。 

 ａ 商品 

   先入先出法 

 ｂ 材料 

   先入先出法 

 ｃ 仕掛品 

   個別法 

 ｄ 貯蔵品 

   終仕入原価法 

   （会計方針の変更） 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号 平成18年７月５日）を当連結会計年度より

適用しております。 

  なお、これによる当連結会計年度の損益に与える影

響はありません。 



前連結会計年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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（リース資産を除く。） 

  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。

 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年か

ら５年間で均等償却する方法によっております。  

 （会計方針の変更） 

 法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人

税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30

日 政令第83号））に伴い、当連結会計年度より、

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。 

 この変更に伴う損益に与える影響は、軽微であり

ます。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。 

  

 （追加情報） 

 当連結会計年度から、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年から５年間で

均等償却する方法によっております。 

 この変更に伴う損益に与える影響は、軽微であり

ます。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所

に記載しております。 

  

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（リース資産を除く。） 

               同左   

  

  

  

  

③ リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

  ース資産 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とし

  て算定する方法によっております。    



前連結会計年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

(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。 

         ──────   

(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。 

(4）消費税等の会計処理 

同左 

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。 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



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19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

 ──────   （リース取引に関する会計基準等） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より、「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））を適用しております。 

  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に

よっております。 

  これによる当連結会計年度の損益に与える影響はあ

りません。  



表示方法の変更

前連結会計年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

 ────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

――――――  

  

（連結貸借対照表） 

１ 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 

内閣府令第50号）が適用になることに伴い、前連結会

計年度において、「たな卸資産」として掲記されてい

たものは、当連結会計年度から「商品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。な

お、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

1,079千円、115,431千円、268千円であります。 

２ 前連結会計年度において、流動負債の「その他」に

含めて表示しておりました「未払費用」（前連結会計

年度409,485千円）は、負債及び純資産合計の100分の

５を超えたため、区分掲記しております。 

（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

営業外費用の「保険積立解約損」（当連結会計年度237

千円）は、営業外費用の100分の10以下であるため、当

連結会計年度においては、営業外費用「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、営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「自己株式取得費用」

（前連結会計年度233千円）は、営業外費用の総額の

100分の10を超えたため、区分掲記しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

  投資活動によるキャッシュ・フローの「保険積立金

の払戻による収入」は、前連結会計年度は「その他」

に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増し

たため区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「保険積立金の払戻による収入」は8,382千円でありま

す。    



  

注記事項

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

※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。 

※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 59,440千円 一般管理費 5,262千円 

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

車両運搬具 355千円      

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

工具器具備品 270千円 車両運搬具  11,768千円 

     工具器具備品  553千円 

※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。 

工具器具備品 2,674千円 建物付属設備 2,425千円 

     工具器具備品 1,450千円 

※５  ―――――― ※５ 特別退職金47,797千円は九州支社を廃止したことに

伴うものであります。 

※６  ──────    ※６  減損損失 

   当社グループは、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。     

（経緯） 

    平成21年３月開催の取締役会において九州支社を

廃止することを決議したことから帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。 

（減損損失の金額の内訳）  

（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 小の単位でも

ある事業所ごと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。 

 用途  種類  場所 

 事業所資産 
 建物 

 工具器具備品等  
 福岡県福岡市 

 内訳  減損損失の金額（千円） 

 建物  

 工具器具備品  

 原状回復費等 

7,407

 2,065

5,555

 計  15,027



前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加60,132株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加60,000株、 

       単元未満株式の買取りによる増加132株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加350,116株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加350,000株、 

       単元未満株式の買取りによる増加116株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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）  613,148  60,132  －  673,280

  
（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28日 

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

  
（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20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  160,151  利益剰余金  23 平成20年３月31日 平成20年６月30日

  
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）  673,280  350,116  －  1,023,396

  
（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27日 

定時株主総会 
普通株式  160,151  23 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

  
（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21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  165,324  利益剰余金  25 平成21年３月31日 平成21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19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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20年３月31日現在   平成21年３月31日現在

  

現金及び預金勘定 3,408,258千円 

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 3,208,258千円 

現金及び預金勘定 3,769,341千円 

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 3,569,341千円 



 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19年４月１日から平成20年３月31日まで） 

 （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、1,483,429千円であり、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、5,079,331千円であり、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。 

５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (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（会計方針の変更）」に記載のとおり、法人税法の改正（（所得税

法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、当連結会計年度より、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。なお、この変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。 

６．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 (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（追加情報）」に記載のとおり、平成19年３月31日以前に取得した

ものについては、法人税法の改正に伴い、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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 
 4,958,708   3,513,256   4,004,718   972,490    13,449,174    －   13,449,174

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 615   37,421   44,666   280    82,982   (82,982)  －

計  4,959,323   3,550,678   4,049,384   972,770    13,532,157   (82,982)  13,449,174

営業費用  3,504,194   3,057,424   3,346,117   921,243    10,828,980    1,319,064   12,148,045

営業利益  1,455,129   493,253   703,267   51,527    2,703,177   (1,402,047)  1,301,129

Ⅱ 資産、減価償却費及び

資本的支出 
                    

資産  1,493,427   1,228,993   1,310,973   346,490    4,379,884    5,071,679   9,451,564

減価償却費  12,623   24,832   1,378   7,373    46,208    63,174   109,383

資本的支出  19,530   11,133   1,414   280    32,358    39,823   72,181



当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで） 

 （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、1,530,361千円であり、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、4,988,427千円であり、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。 

５．減損損失（15,027千円）は、九州支社の廃止に伴うものであります。  

前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31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。 

当連結会計年度（平成20年４月１日から平成21年３月31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。 

前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20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20年４月１日から平成21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。 

  
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 
 4,687,890   3,340,409   4,853,502   1,049,329    13,931,132    －   13,931,132

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －   35,265   45,435   6,932    87,634   (87,634)  －

計  4,687,890   3,375,675   4,898,938   1,056,262    14,018,766   (87,634)  13,931,132

営業費用  3,473,354   2,899,489   4,012,948   986,079    11,371,871    1,369,494   12,741,366

営業利益  1,214,536   476,185   885,989   70,183    2,646,895   (1,457,128)  1,189,766

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
                    

資産  1,510,269   810,508   1,616,758   368,547    4,306,084    4,972,212   9,278,296

減価償却費  15,519   12,832   2,949   6,584    37,885    58,979   96,864

減損損失  15,027   －   －   －    15,027    －   15,027

資本的支出  13,909   8,638   12,443   3,657    38,649    46,118   84,767

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高



（リース取引関係）

前連結会計年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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 

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 

リース取引に関する会計基準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 

         ──────                     

  
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。） 

 3,337  3,228  108

ソフトウェア
（無形固定資
産「その他」
に含む。） 

 14,157  12,742  1,415

合計  17,494  15,970  1,524

  

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

１年内 1,822千円 

１年超 －千円 

合計 1,822千円 

  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 １．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 8,901千円 

減価償却費相当額 4,871千円 

支払利息相当額 100千円 

支払リース料 1,822千円 

減価償却費相当額 1,524千円 

支払利息相当額 9千円 

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。 

２．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。 

３．利息相当額の算定方法 

同左 



前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20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20年４月１日から平成21年３月31日まで） 

  該当事項はありません。 

（追加情報）  

 当連結会計年度から「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第13号 平成18年10月17日）を適用しており

ます。  

  

（関連当事者情報）

（税効果会計関係）

前連結会計年度末 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度末 
（平成21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 52,351千円 

賞与引当金否認 383,118  

退職給付引当金否認 159,141  

役員退職慰労引当金否認 102,051  

未払事業税 39,799  

その他 124,178  

小計 860,638  

評価性引当額 △158,485  

繰延税金資産合計 702,153  

繰延税金負債     

その他 △5,181  

繰延税金負債合計 △5,181  

繰延税金資産の純額 696,972  

繰延税金資産     

投資有価証券評価損否認 88,751千円 

未払社会保険料否認 

賞与引当金否認  

43,446

351,093

  

退職給付引当金否認 163,375  

役員退職慰労引当金否認 122,164  

未払退職金否認 19,449  

その他 66,199  

小計 854,477  

評価性引当額 △136,277  

繰延税金資産合計 718,200  

繰延税金負債     

その他 △4,312  

繰延税金負債合計 △4,312  

繰延税金資産の純額 713,888  

 （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 482,836千円 

固定資産－繰延税金資産 214,136  

流動資産－繰延税金資産 464,753千円 

固定資産－繰延税金資産 249,135  

(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）     

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 

0.69％ 

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 

△0.16％ 

住民税均等割 1.26％ 

評価性引当額の増加 3.53％ 

その他 △0.94％ 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
45.07％ 

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 

0.43％ 

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 

△0.32％ 

住民税均等割 2.16％ 

評価性引当額の減少 △2.34％ 

その他 0.63％ 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
41.25％ 



前連結会計年度（平成20年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

      （注）その他有価証券で時価のある株式について、55,496千円減損処理を行っており、減損処理後の帳簿 

         価額を取得原価としております。 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで） 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 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 

（有価証券関係）

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  28,110  56,178  28,068

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  28,110  56,178  28,068

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  256,139  223,970  △32,169

(2）債券  200,000  172,980  △27,020

(3）その他  575,268  550,920  △24,348

小計  1,031,408  947,870  △83,537

合計    1,059,518  1,004,048  △55,469

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 29,802  24,301 －

  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

  
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



当連結会計年度（平成21年３月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの  

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

      （注）その他有価証券で時価のある株式について、89,452千円減損処理を行っており、減損処理後の帳簿 

         価額を取得原価としております。 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで） 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

区分 種類
連結貸借対照表
計上額（千円） 

時価（千円） 差額（千円）

時価が連結貸借対照表計上

額を超えるもの 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  100,000  100,519  519

(3）その他  －  －  －

小計  100,000  100,519  519

時価が連結貸借対照表計上

額を超えないもの 

(1）国債・地方債等  －  －  －

(2）社債  102,061  101,470  △591

(3）その他  －  －  －

小計  102,061  101,470  △591

合計    202,061  201,989  △72

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  58,109  63,336  5,227

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  58,109  63,336  5,227

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（注）  136,687  136,687  －

(2）債券  200,000  178,360  △21,640

(3）その他  －  －  －

小計  336,687  315,047  △21,640

合計    394,796  378,383  △16,413

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

 381,832 －    160,792

  連結貸借対照表計上額（千円）

(1) 満期保有目的の債券      

   債権流動化債券                      100,000

   コマーシャルペーパー                     100,000

(2) その他有価証券      

   非上場株式                      96,174



 ５．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の債券の連結決算日後における償還予定額 

  

前連結会計年度（平成19年４月１日から平成20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20年４月１日から平成21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。 

  
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） 

１．満期保有目的の債券        

   (1) 国債・地方債 － －  － －

   (2) 社債 －  100,000  100,000 －

   (3) その他  200,000 －  － －

２．その他有価証券        

      債券 － －  200,000 －

（デリバティブ取引関係）



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 

 （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 

 （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、(1）勤務費用に含めております。 

      ２．上記退職給付費用以外に、当連結会計年度において九州支社廃止に伴う特別退職金47,797千円を

特別損失に計上しております。 

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19年４月１日から平成20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20年４月１日から平成21年３月31日まで） 

 該当事項はありません。 

（退職給付関係）

  
前連結会計年度 

(平成20年３月31日現在) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日現在) 

(1）退職給付債務 △400,617千円        千円 △435,449

(2）未積立退職給付債務 △400,617千円          千円 △435,449

(3）未認識数理計算上の差異             9,911千円                  千円 33,945

(4）退職給付引当金（(2)＋(3)） △390,706千円          千円 △401,504

  

前連結会計年度 

(平成19年４月１日から 

 平成20年３月31日まで) 

当連結会計年度 

(平成20年４月１日から 

 平成21年３月31日まで) 

(1）勤務費用        26,581千円               千円 28,998

(2）利息費用       7,040千円             千円 7,710

(3）数理計算上の差異の費用処理額              44千円                 千円 705

(4）割増退職金              －千円                 千円 2,447

(5）退職給付費用（(1)＋(2)＋(3)＋(4)）        33,667千円               千円 39,862

  
前連結会計年度 

(平成20年３月31日現在) 

当連結会計年度 

(平成21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      同左 

(2）割引率 期首   2.0％ 

期末  2.0％ 

      同左 

  

(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。） 

      同左 

（ストック・オプション等関係）



（企業結合等）

前連結会計年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

―――――― 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 （共通支配下の取引等関係） 

 １．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合

の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要 

（1）結合当事企業の名称及びその事業の内容 

    結合企業の名称  株式会社ＫＳＫアルパ 

    事業の内容    アプリケーションソフトウェ

アの開発、ネットワークシス

テムの設計・構築・運用 

（2）企業結合の法的形式 

    当社を存続会社とする吸収合併方式（会社法第796

条３項に定める簡易合併及びに同法第784条第１項に

定める略式合併）とし、合併による資本金の増加及

びに合併交付金の支払いはありません。 

（3）結合後企業の名称 

    株式会社ＫＳＫ 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

    株式会社ＫＳＫアルパの前身であるアルファベテ

ィックアクション株式会社は、Web系開発やコンテン

ツを有し、スーパーコンピューターのシステム開発

等先端技術を活かした業務を行っておりましたが、

当社が平成13年１月12日に株式交換により完全子会

社化いたしました。 

    Web系ビジネスの戦略拠点とすべく環境や体制の整

備を進めてまいりましたが、より効果的かつ迅速に

体制を整えるため、経営資源と事業基盤を統合し事

業規模の拡大と収益性の向上を図るため、平成20年

10月１日付で吸収合併いたしました。 

 ２．実施した会計処理の概要 

    「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 

平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第10号 終改正平成19年11月15日）に

基づき、共通支配下の取引として処理しておりま

す。  



 （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。 

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19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

１株当たり純資産額         929円72銭

１株当たり当期純利益          104円50銭

１株当たり純資産額       1,006円32銭

１株当たり当期純利益          82円55銭

  
前連結会計年度

（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当連結会計年度
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

当期純利益（千円）  730,203  558,482

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）  730,203  558,482

期中平均株式数（株）  6,987,413  6,765,629

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（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 2,920,507 3,188,257

受取手形 － 740

売掛金 2,017,970 2,009,756

有価証券 － 200,000

商品 1,079 624

仕掛品 99,517 101,527

前払費用 66,538 82,853

繰延税金資産 373,929 379,535

関係会社短期貸付金 9,936 9,936

未収入金 230,113 220,944

その他 5,268 4,743

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 5,723,861 6,197,919

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,048,228 1,056,156

減価償却累計額 △559,491 △590,566

減損損失累計額 － △7,407

建物（純額） 488,736 458,182

構築物 86,854 86,854

減価償却累計額 △58,376 △60,370

構築物（純額） 28,477 26,483

車両運搬具 46,730 14,588

減価償却累計額 △22,876 △8,448

車両運搬具（純額） 23,854 6,140

工具、器具及び備品 321,429 335,215

減価償却累計額 △249,034 △267,134

減損損失累計額 － △2,065

工具、器具及び備品（純額） 72,395 66,015

土地 90,438 90,438

建設仮勘定 3,340 10,020

有形固定資産合計 707,242 657,280

無形固定資産   

ソフトウエア 66,131 59,761

電話加入権 8,479 8,907

その他 29 1

無形固定資産合計 74,641 68,670



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,100,222 676,618

関係会社株式 147,833 118,000

出資金 10 10

関係会社長期貸付金 23,162 13,226

破産更生債権等 2,700 －

長期前払費用 6,660 11,851

繰延税金資産 207,347 248,183

敷金及び保証金 211,226 229,305

保険積立金 166,352 －

その他 49,146 46,167

貸倒引当金 △3,700 △1,000

投資その他の資産合計 1,910,961 1,342,362

固定資産合計 2,692,845 2,068,313

資産合計 8,416,707 8,266,232

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※  143,815 ※  143,527

短期借入金 80,000 40,000

未払金 29,491 33,824

未払費用 309,136 388,626

未払法人税等 336,057 50,708

未払消費税等 84,003 82,967

前受金 60,846 60,603

預り金 74,596 85,601

賞与引当金 732,000 688,000

流動負債合計 1,849,947 1,573,859

固定負債   

退職給付引当金 375,619 401,404

役員退職慰労引当金 250,800 300,232

固定負債合計 626,420 701,636

負債合計 2,476,367 2,275,496



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,448,468 1,448,468

資本剰余金   

資本準備金 1,269,165 1,269,165

その他資本剰余金 274,341 274,341

資本剰余金合計 1,543,506 1,543,506

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 450,000 450,000

繰越利益剰余金 2,796,536 3,064,195

利益剰余金合計 3,246,536 3,514,195

自己株式 △265,273 △505,700

株主資本合計 5,973,238 6,000,470

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,898 △9,734

評価・換算差額等合計 △32,898 △9,734

純資産合計 5,940,339 5,990,735

負債純資産合計 8,416,707 8,266,232



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成19年４月１日から 
 平成20年３月31日まで) 

当事業年度 
(平成20年４月１日から 
 平成21年３月31日まで) 

売上高   

ソフトウエア開発売上高 10,044,954 10,505,140

情報処理売上高 135,202 192,262

商品売上高 56,171 46,124

売上高合計 10,236,328 10,743,526

売上原価   

当期ソフトウェア開発売上原価 7,506,844 8,165,014

当期情報処理売上原価 133,775 176,167

当期商品売上原価 52,014 17,915

売上原価合計 7,692,634 8,359,097

売上総利益 2,543,693 2,384,429

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 2,700 －

役員報酬 165,691 152,228

給料及び手当 336,655 325,921

賞与引当金繰入額 44,933 32,615

退職給付費用 4,908 6,885

役員退職慰労引当金繰入額 21,777 31,578

福利厚生費 － 114,241

減価償却費 64,659 60,130

賃借料 140,930 144,293

研究開発費 59,440 5,262

募集費 247,794 180,077

教育図書費 112,927 133,055

その他 ※1  459,707 ※1  420,313

販売費及び一般管理費合計 1,662,124 1,606,603

営業利益 881,569 777,825

営業外収益   

受取利息 6,268 5,779

有価証券利息 － 501

受取配当金 49,628 28,481

業務受託料収入 ※2  63,313 ※2  58,818

経営指導料収入 ※2  28,803 ※2  25,709

その他 9,923 6,335

営業外収益合計 157,938 125,626

営業外費用   

支払利息 2,208 1,661

業務受託料費用 34,253 26,265

その他 1,642 665

営業外費用合計 38,103 28,592



（単位：千円）

前事業年度 
(平成19年４月１日から 
 平成20年３月31日まで) 

当事業年度 
(平成20年４月１日から 
 平成21年３月31日まで) 

経常利益 1,001,404 874,859

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 － 75,772

貸倒引当金戻入額 － 704

固定資産売却益 ※3  355 －

投資有価証券売却益 24,301 －

受取保険金 － 100,112

特別利益合計 24,656 176,588

特別損失   

固定資産売却損 ※4  270 ※4  12,322

固定資産除却損 ※5  2,674 ※5  3,000

投資有価証券売却損 － 160,792

投資有価証券評価損 55,496 89,452

会員権売却損 － 3,566

特別退職金 － ※6  47,797

役員退職慰労引当金繰入額 － 48,000

減損損失 － ※7  15,027

特別損失合計 58,441 379,959

税引前当期純利益 967,619 671,488

法人税、住民税及び事業税 511,000 290,000

法人税等調整額 △58,610 △46,321

法人税等合計 452,390 243,679

当期純利益 515,229 427,809



１）ソフトウェア開発製造原価（売上原価）明細書 

（脚注） 

製造原価明細書及び売上原価明細書

    
前事業年度

（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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   －      －     

当期材料仕入高    8,955      543     

期末材料たな卸高   －  8,955  0.1  －  543  0.0

２．外注加工費      1,134,718  15.0    1,063,034  13.0

３．労務費 ※１    5,962,135  78.7    6,565,552  80.3

４．経費               

(1）旅費交通費    129,643      135,070     

(2）減価償却費    26,922      28,367     

(3）賃借料    149,515      193,001     

(4）通信費及び水道光熱費    88,153      97,147     

(5）その他    75,065  469,300  6.2  90,392  543,979  6.7

当期総製造費用      7,575,110  100    8,173,110  100

期首仕掛品たな卸高      91,124      99,517   

合併による仕掛品受入
高     －      2,457   

計      7,666,234      8,275,086   

期末仕掛品たな卸高      99,517      101,527   

他勘定振替高 ※２    59,872      8,544   

当期ソフトウェア開発
製造原価（売上原価)      7,506,844      8,165,014   

                

前事業年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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 686,547千円 

退職給付費用 27,791千円 

賞与引当金繰入額 654,955千円 

退職給付費用 31,242千円 

※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 59,440千円 

ソフトウェア 431千円 

研究開発費 5,262千円 

ソフトウェア 3,281千円 



２）情報処理製造原価（売上原価）明細書 

（脚注） 

３）商品売上原価明細書 

    
前事業年度

（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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      6,049  4.5   － －

２．労務費  ※    125,467  93.8    174,497  99.1

３．経費               

(1）旅費交通費    1,118      828     

(2）減価償却費    123      104     

(3）賃借料    397      －     

(4）通信費及び水道光熱費    86      76     

(5) その他    532  2,259  1.7  660  1,669  0.9

当期総製造費用      133,775  100    176,167  100

期首仕掛品たな卸高     －     －   

計      133,775      176,167   

期末仕掛品たな卸高     －     －   

当期情報処理 
製造原価（売上原価）      133,775      176,167   

                

前事業年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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 520千円 

退職給付費用 27千円 

賞与引当金繰入額 430千円 

    
前事業年度

（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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   － －  1,079  5.8

２．当期商品仕入高    53,094  100.0  17,460  94.2

合計    53,094  100  18,539  100

３．期末商品たな卸高    1,079    624   

当期商品売上原価    52,014    17,915   

            



（３）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 1,448,468 1,448,468

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,448,468 1,448,468

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,269,165 1,269,165

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,269,165 1,269,165

その他資本剰余金   

前期末残高 274,341 274,341

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 274,341 274,341

資本剰余金合計   

前期末残高 1,543,506 1,543,506

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,543,506 1,543,506

利益剰余金   

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 1,718 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △1,718 －

当期変動額合計 △1,718 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 450,000 450,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 450,000 450,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,420,053 2,796,536

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 1,718 －

剰余金の配当 △140,464 △160,151



（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) 

当期純利益 515,229 427,809

当期変動額合計 376,483 267,658

当期末残高 2,796,536 3,064,195

利益剰余金合計   

前期末残高 2,871,772 3,246,536

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △140,464 △160,151

当期純利益 515,229 427,809

当期変動額合計 374,764 267,658

当期末残高 3,246,536 3,514,195

自己株式   

前期末残高 △219,265 △265,273

当期変動額   

自己株式の取得 △46,007 △240,426

当期変動額合計 △46,007 △240,426

当期末残高 △265,273 △505,700

株主資本合計   

前期末残高 5,644,481 5,973,238

当期変動額   

剰余金の配当 △140,464 △160,151

当期純利益 515,229 427,809

自己株式の取得 △46,007 △240,426

当期変動額合計 328,756 27,232

当期末残高 5,973,238 6,000,470

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 33,738 △32,898

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66,637 23,164

当期変動額合計 △66,637 23,164

当期末残高 △32,898 △9,734

評価・換算差額等合計   

前期末残高 33,738 △32,898

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66,637 23,164

当期変動額合計 △66,637 23,164

当期末残高 △32,898 △9,734



（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) 

純資産合計   

前期末残高 5,678,219 5,940,339

当期変動額   

剰余金の配当 △140,464 △160,151

当期純利益 515,229 427,809

自己株式の取得 △46,007 △240,426

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66,637 23,164

当期変動額合計 262,119 50,396

当期末残高 5,940,339 5,990,735



前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）  

 該当事項はありません。 

  

  当事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）  

    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

前事業年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21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  

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券  

   償却原価法（定額法） 

(2）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  

(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 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 

   評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）によっております。 

 ａ 商品 

   先入先出法 

 ｂ 材料 

   先入先出法 

 ｃ 仕掛品 

   個別法 

 ｄ 貯蔵品 

   終仕入原価法 

 （会計方針の変更） 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日）を当事業年度より適用して

おります。 

  なお、これによる当事業年度の損益に与える影響はあ

りません。  



前事業年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

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（リース資産を除く。） 

  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。 

 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年から５

年間で均等償却する方法によっております。  

 （会計方針の変更） 

 法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法

律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政

令第83号））に伴い、当事業年度より、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。 

 この変更に伴う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年から５年間で均等償却す

る方法によっております。 

 この変更に伴う損益に与える影響は、軽微でありま

す。 

  

(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（リース資産を除く。） 

同左 

        (3）リース資産 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算

定する方法によっております。  

(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。 

(4）長期前払費用 

同左 



前事業年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

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 

(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。 

          ――――――  

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。 

５．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 



会計処理方法の変更

前事業年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

 ──────   （リース取引に関する会計基準等） 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より、「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））を適用しております。 

  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に

よっております。 

  これによる当事業年度の損益に与える影響はありま

せん。  

表示方法の変更

前事業年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

          ――――――  （貸借対照表） 

   前事業年度まで区分掲記しておりました投資その他

の資産の「保険積立金」（当事業年度17,534千円）

は、資産の総額の100分の１以下であるため、当事業年

度においては、投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しております。 

 （損益計算書） 

１．前事業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「福利厚生費」（当事業年度80,356千円）

は、販売費及び一般管理費の100分の５以下であるた

め、当事業年度においては、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。 

 （損益計算書） 

   前事業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「福利厚生費」（前事業

年度80,356千円）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。  

２．前事業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「教育図書費」（前事業年度

61,782千円）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20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※  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。 

※  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 101,211千円 買掛金 78,332千円 



（損益計算書関係）

前事業年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

※１ 研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期総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。 

※１ 研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期総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 59,440千円 一般管理費 5,262千円 

※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 63,313千円 

経営指導料収入 28,803千円 

業務受託料収入 58,818千円 

経営指導料収入 25,709千円 

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３  ―――――― 

車両運搬具 355千円      

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

工具器具備品 270千円 車両運搬具 11,768千円 

      工具器具備品 553千円 

※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

工具器具備品 2,674千円 建物 2,085千円 

      工具器具備品 915千円 

※６  ―――――― ※６ 特別退職金47,797千円は九州支社を廃止したことに

伴うものであります。 

※７  ──────    ※７  減損損失 

   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。  

（経緯） 

    平成21年３月開催の取締役会において九州支社を

廃止することを決議したことから帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。 

（減損損失の金額の内訳）  

（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 小の単位でもある事業

所ごと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。 

 用途  種類  場所 

 事業所資産 
 建物 

 工具器具備品等  
 福岡県福岡市 

 内訳  減損損失の金額（千円） 

 建物  

 工具器具備品  

 原状回復費等 

7,407

 2,065

5,555

 計  15,027



前事業年度（平成19年４月１日から平成20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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加60,132株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加60,000株、 

       単元未満株式の買取りによる増加132株であります。 

当事業年度（平成20年４月１日から平成21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 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加350,116株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加350,000株、 

       単元未満株式の買取りによる増加116株であります。 

  

    前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）  

    該当事項はありません。 

  

     当事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）  

       該当事項はありません。 

   

 前事業年度（平成19年４月１日から平成20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20年４月１日から平成21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。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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）  613,148  60,132  －  673,280

  
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）  673,280  350,116  －  1,023,396

（リース取引関係）

（有価証券関係）



（税効果会計関係）

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．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20年３月31日現在

投資有価証券評価損否認 52,351千円

未払社会保険料否認 37,060  

賞与引当金否認 297,851  

退職給付引当金否認 152,840  

役員退職慰労引当金否認 102,051  

未払事業税 28,324  

その他 73,903  

小計 744,380  

評価性引当額 △158,485  

繰延税金資産合計 585,895  

繰延税金負債       

その他 △4,619  

繰延税金負債合計 △4,619  

繰延税金資産の純額 581,276  

繰延税金資産 平成21年３月31日現在

投資有価証券評価損否認 88,751千円

未払社会保険料否認 34,574  

賞与引当金否認 279,947  

退職給付引当金否認 163,332  

役員退職慰労引当金否認 122,164  

未払退職金否認 19,449  

その他 59,927  

小計 768,144  

評価性引当額 △136,277  

繰延税金資産合計 631,867  

繰延税金負債       

その他 △4,149  

繰延税金負債合計 △4,149  

繰延税金資産の純額 627,718  

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）     

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 

0.94％ 

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 

△0.22％ 

住民税均等割 1.58％ 

評価性引当額の増加 4.85％ 

その他 △1.09％ 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
46.75％ 

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 

0.60％ 

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 

△0.45％ 

住民税均等割 2.86％ 

評価性引当額の減少 △3.31％ 

抱合せ株式消滅差益  

その他 

 △4.59

0.49

％ 

％ 

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
36.29％ 



（企業結合等関係）

前事業年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

  

 （共通支配下の取引等関係） 

 １．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合

の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含

む取引の概要 

（1）結合当事企業の名称及びその事業の内容 

    結合企業の名称  株式会社ＫＳＫアルパ 

    事業の内容    アプリケーションソフトウェ

アの開発、ネットワークシス

テムの設計・構築・運用 

（2）企業結合の法的形式 

    当社を存続会社とする吸収合併方式（会社法第796

条３項に定める簡易合併及びに同法第784条第１項に

定める略式合併）とし、合併による資本金の増加及

びに合併交付金の支払いはありません。 

（3）結合後企業の名称 

    株式会社ＫＳＫ 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

    株式会社ＫＳＫアルパの前身であるアルファベテ

ィックアクション株式会社は、Web系開発やコンテン

ツを有し、スーパーコンピューターのシステム開発

等先端技術を活かした業務を行っておりましたが、

当社が平成13年１月12日に株式交換により完全子会

社化いたしました。 

    Web系ビジネスの戦略拠点とすべく環境や体制の整

備を進めてまいりましたが、より効果的かつ迅速に

体制を整えるため、経営資源と事業基盤を統合し事

業規模の拡大と収益性の向上を図るため、平成20年

10月１日付で吸収合併いたしました。 

 ２．実施した会計処理の概要 

   「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平

成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第10号 終改正平成19年11月15日）に基

づき、共通支配下の取引として処理しております。  

    また、当社が株式会社ＫＳＫアルパより受入れた

資産及び負債は、合併期日の前日に付された適正な

帳簿価額により計上いたしました。また、当社の財

務諸表上、当該子会社株式の帳簿価額と増加株主資

本との差額を特別損益に計上いたしました。 



 （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。 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

１株当たり純資産額       853円12銭

１株当たり当期純利益           73円74銭

１株当たり純資産額         905円91銭

１株当たり当期純利益          63円23銭

  
前事業年度

（平成19年４月１日から 
平成20年３月31日まで） 

当事業年度 
（平成20年４月１日から 
平成21年３月31日まで） 

当期純利益（千円）  515,229  427,809

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）  515,229  427,809

期中平均株式数（株）  6,987,413  6,765,629

（重要な後発事象）



(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（平成21年６月26日付予定） 

      ①新任取締役候補 

         取締役 金子 豊 （現 事業本部 コンピューターシステム事業部長 兼 営業推進部長  

                    兼 人材開発部長）  

        取締役 牧野 信之（現 管理本部ゼネラルマネージャー）  

      ②辞任予定取締役 

        取締役 長田 有司    

    

６．その他
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