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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 10,458 △25.6 663 △50.6 689 △50.5 390 △51.7
21年3月期 14,056 △7.5 1,344 △13.6 1,393 △12.3 808 △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
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 ％ ％ ％

22年3月期 5,697.71 ― 4.6 6.9 6.3
21年3月期 11,788.83 ― 10.0 13.8 9.6
（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 9,941 8,631 86.8 125,832.85
21年3月期 9,962 8,420 84.5 122,765.70
（参考） 自己資本  22年3月期  8,631百万円 21年3月期  8,420百万円

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

22年3月期 669 △567 △171 6,146
21年3月期 566 △19 △188 6,215

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計） 配当性向

純資産配当
率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00 171 21.2 2.1
22年3月期 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00 171 43.9 2.0
23年3月期 
（予想）

― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00 38.1

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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

5,400 7.5 170 ― 170 751.1 100 ― 1,457.92

通期 11,500 10.0 770 16.0 770 11.7 450 15.1 6,560.63
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は、17ページ(７)【重要な会計方針の変更】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、22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） 22年3月期 68,591株 21年3月期 68,591株
② 期末自己株式数 22年3月期 ―株 21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 
業績予想については、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。
業績予想に関する事項は、３ページをご覧ください。 

－ 2 －



当期におけるわが国経済は、2008年９月のリーマンショック以降、低迷しておりましたが、アジア各

国の好調な経済成長等を背景に、輸出に持ち直しの動きが見られるなど、緩やかながら回復傾向を見せ

ております。企業収益においても、コスト削減や事業再編などの体質強化により、収益力は徐々に回復

しつつあります。しかしながら、雇用環境については徐々に回復の兆しは見られるものの、依然として

厳しい状況が続いており、家計所得の減少による節約志向の高まりから、個人消費も低迷するなど、景

気下振れリスクは払拭できるまでには至っておりません。 

 このような環境のもと、顧客企業の情報化投資については、事業年度を通して慎重姿勢が見られたも

のの、業務効率化や生産性向上、コスト削減を目的としたシステム案件は顧客ニーズに内在しており、

具体化するものも徐々に出始めております。 

 当社においては、売上規模の最大化に向けて、顧客企業の投資ニーズを的確に把握し、迅速な提案を

行うことにより案件化を進めてまいりました。また、課題のひとつであった要員の不稼動について、要

員構成の見直しや適正配置により大幅に改善され、さらに全社的な徹底したコスト削減を進めることに

より、収益性の確保に注力してまいりました。 

  

 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、10,458百万円（前事業年度比△25.6％）、営業利益は、663百万円（前事業年度比△

50.6％）、経常利益は、689百万円（前事業年度比△50.5％）、当期純利益は、390百万円（前事業年度

比△51.7％）となりました。 

  

 次期の見通しにつきましては、国内景気の回復の速度が緩やかなものにとどまっており、顧客企業の

情報化投資の抑制傾向は徐々に緩和されつつあるものの、積極姿勢に転じるにはまだしばらく時間がか

かるものと予想しております。しかしながら、そのような中においても、経営基盤を強化するために必

要な情報化投資は実行確度の高い案件として存在しており、さらに、次世代を担う新しい技術が次々と

生み出されていることから、顧客ニーズはますます多様化し増加していくものと考えております。 

 当社は、引き続き経済環境に合わせて変化する顧客動向の把握に努めると共に、今後拡大が予想され

るクラウド関連ビジネスのサービス化への取り組みなども進めてまいります。 

 また、他社との差別化を図る上でも重要な「基盤技術」を最大の武器として、顧客企業のシステム開

発需要を取り込み、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、顧

客企業とのパートナーシップを深め、内在する顧客ニーズを的確に捉え、最適なソリューションを提案

してまいります。また、当社独自の製品を活用し、付加価値を高めた効率的なサービスを提供すること

で、新規顧客の開拓も進めながら、受注量の拡大を目指してまいります。 

  

 以上のことから、平成23年３月期の通期業績は、売上高11,500百万円、営業利益770百万円、経常利

益770百万円、当期純利益450百万円を予定しております。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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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21百万円減少し、9,941百万円（前事業年度末比△0.2％）となりま

した。 

 流動資産の増加2百万円は、主に現金及び預金の増加834百万円、関係会社預け金(注)の減少1,003百万

円によるものであります。 

 固定資産の減少23百万円は、主に前払年金費用の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231百万円減少し、1,310百万円（前事業年度末比△15.0％）となり

ました。これは主に買掛金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210百万円増加し、8,631百万円（前事業年度末比＋2.5％）とな

りました。 

  

(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Ｃ

ＳＫホールディングスであります。 

  

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、669百万円（前事業年度比＋103百万円）となりました。これ

は主に営業収入の減少があった一方で外注費の支払及び購入による支出、法人税等の支払額が減少した

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〉 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、△567百万円（前事業年度比△548百万円）となりました。こ

れは主に有価証券の取得による支出の増加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、△171百万円（前事業年度比＋16百万円）となりました。 

  

 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69百万円減少

し、6,146百万円となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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 (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
  

 
(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。 

  

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22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26回定時株主総会に付議する予定であります。 

 また、平成23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。 

  

最近の有価証券報告書（平成21年６月24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。 

  

最近の有価証券報告書（平成21年６月24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。 

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 平成22年3月期

自己資本比率（％） 80.5 75.9 76.6 84.5 86.8

時価ベースの自己資本比率
（％）

92.9 84.7 57.8 41.3 53.8

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）

─ ─ ─ ─ ─

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

2. 企業集団の状況
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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。 

  

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。 

  

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。 

  

(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 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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2008年９月のリーマンショック以降急激に悪化した国内景気は、改善を示す経済指標が出始めるなど

緩やかに回復傾向へと向かい始めております。しかしながら、顧客企業において、業種・業態ごとに業

績の回復にばらつきがあることや、案件の優先度や顧客ニーズの多様化もあって、それらの動向を的確

にとらえることがより重要となってまいります。 

  

① 「基盤技術」強化による差別化 

 システム障害や情報漏洩などの発生は企業運営するうえで大きなダメージとなる可能性があり、シス

テム基盤の重要性に対する意識は従前にもまして高まっております。当社は、強みであるシステムの信

頼性の要となる「基盤技術」を核として、技術・人材の蓄積と付加価値の提供を図ることで、同業他社

との差別化を進め、業界における当社の存在価値を高めてまいります。 

  

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。この制度の運用が本格的に開始されてからは、問

題となるプロジェクトが大幅に削減されただけでなく、レビュー人材の育成によりプロジェクト・マネ

ジメント力の養成にも効果を上げており、引き続き制度や運用面での見直しを随時実施しながらノウハ

ウの蓄積を行ってまいります。 

  

③ ヒューマンリソースの適正化 

 企業の情報化投資の抑制によって、技術者の次の案件開始までのアイドルタイムが長期化し、その解

消は業界にとっても大きな課題となっておりました。当社は個々の技術者のキャリアを十分に活かすた

め、きめ細かいスキル管理を行いながら適正配置を迅速に進め、アイドルタイムの短縮化に努めており

ます。さらに、部門間の異動をスムーズにおこなうため、人事制度の見直しも行いながら柔軟な配置が

可能となる施策を講じてまいります。 

(4) 会社の対処すべき課題
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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21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,291,292 3,125,394

関係会社預け金 ※1 3,924,483 ※1 2,921,314

売掛金 ※2 2,399,343 1,935,207

有価証券 － 599,981

仕掛品 72,073 97,176

前払費用 120,119 114,136

繰延税金資産 288,064 293,193

その他 35,922 47,157

流動資産合計 9,131,298 9,133,562

固定資産

有形固定資産

建物 6,727 6,727

減価償却累計額 △3,569 △4,040

建物（純額） 3,157 2,687

工具、器具及び備品 174,426 182,180

減価償却累計額 △127,787 △149,296

工具、器具及び備品（純額） 46,639 32,883

有形固定資産合計 49,796 35,570

無形固定資産

ソフトウエア 50,474 97,723

電話加入権 3,057 3,057

その他 939 765

無形固定資産合計 54,470 101,546

投資その他の資産

投資有価証券 269,330 254,230

長期前払費用 586 326

敷金及び保証金 ※2 237,543 ※2 237,257

前払年金費用 219,593 179,086

その他 218 218

投資その他の資産合計 727,272 671,119

固定資産合計 831,540 808,237

資産合計 9,962,839 9,941,799
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 378,966 300,071

未払金 16,077 15,007

未払費用 147,904 86,749

未払法人税等 103,604 102,055

未払消費税等 52,716 8,708

前受金 54,736 39,335

預り金 33,847 33,871

賞与引当金 655,534 650,010

流動負債合計 1,443,386 1,235,810

固定負債

繰延税金負債 85,826 61,984

役員退職慰労引当金 13,004 13,004

固定負債合計 98,830 74,988

負債合計 1,542,216 1,310,798

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 6,000,000 6,500,000

繰越利益剰余金 1,067,624 786,958

利益剰余金合計 7,101,265 7,320,599

株主資本合計 8,416,334 8,635,668

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,288 △4,667

評価・換算差額等合計 4,288 △4,667

純資産合計 8,420,622 8,631,000

負債純資産合計 9,962,839 9,941,799
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 14,056,924 10,458,106

売上原価 10,894,039 8,147,854

売上総利益 3,162,884 2,310,252

販売費及び一般管理費 ※1 1,818,622 ※1 1,646,571

営業利益 1,344,261 663,680

営業外収益

受取利息 ※2 39,535 ※2 23,068

生命保険配当金 3,961 4,244

その他 13,811 7,538

営業外収益合計 57,309 34,851

営業外費用

支払手数料 8,382 6,749

リース解約損 － 2,219

営業外費用合計 8,382 8,969

経常利益 1,393,189 689,562

特別利益

受取和解金 16,000 －

特別利益合計 16,000 －

特別損失

固定資産除却損 ※3 2,228 ※3 －

特別損失合計 2,228 －

税引前当期純利益 1,406,960 689,562

法人税、住民税及び事業税 471,102 321,578

法人税等調整額 127,250 △22,827

法人税等合計 598,352 298,750

当期純利益 808,607 390,811
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(単位：千円)

 
  

                             (注) 
 

【売上原価明細書】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 5,119,530 47.1 4,823,887 59.0

Ⅱ 外注費 5,242,742 48.3 2,923,742 35.8

Ⅲ 購入品費 133,489 1.2 144,820 1.8

Ⅳ 経費

   教育費 22,479 13,815

   賃借料 109,434 103,483

   旅費交通費 57,550 37,723

   その他 175,277 364,741 3.4 125,483 280,506 3.4

  当期総製造費用 10,860,504 100.0 8,172,957 100.0

  期首仕掛品たな卸高 105,609 72,073

合計 10,966,113 8,245,030

  期末仕掛品たな卸高 72,073 97,176

  当期売上原価 10,894,039 8,147,854

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 557,890千円 賞与引当金繰入額 543,680千円
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

別途積立金

前期末残高 5,500,000 6,000,000

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 6,000,000 6,500,000

繰越利益剰余金

前期末残高 947,641 1,067,624

当期変動額

別途積立金の積立 △500,000 △500,000

剰余金の配当 △188,625 △171,477

当期純利益 808,607 390,811

当期変動額合計 119,982 △280,665

当期末残高 1,067,624 786,958

㈱ＪＩＥＣ(4291)　平成22年３月期　決算短信（非連結）

－ 12 －



(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

利益剰余金合計

前期末残高 6,481,282 7,101,265

当期変動額

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △188,625 △171,477

当期純利益 808,607 390,811

当期変動額合計 619,982 219,334

当期末残高 7,101,265 7,320,599

株主資本合計

前期末残高 7,796,351 8,416,334

当期変動額

剰余金の配当 △188,625 △171,477

当期純利益 808,607 390,811

当期変動額合計 619,982 219,334

当期末残高 8,416,334 8,635,668

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 17,899 4,288

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,611 △8,955

当期変動額合計 △13,611 △8,955

当期末残高 4,288 △4,667

評価・換算差額等合計

前期末残高 17,899 4,288

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,611 △8,955

当期変動額合計 △13,611 △8,955

当期末残高 4,288 △4,667

純資産合計

前期末残高 7,814,251 8,420,622

当期変動額

剰余金の配当 △188,625 △171,477

当期純利益 808,607 390,811

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,611 △8,955

当期変動額合計 606,370 210,378

当期末残高 8,420,622 8,631,000
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入 14,472,695 10,890,474

外注費の支払及び購入による支出 △5,550,948 △3,147,458

人件費の支出 △6,368,560 △5,794,590

その他の営業支出 △1,181,454 △979,104

小計 1,371,731 969,320

利息及び配当金の受取額 43,020 27,645

法人税等の支払額 △848,539 △327,610

営業活動によるキャッシュ・フロー 566,212 669,356

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 － △999,566

有価証券の売却による収入 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △9,233 △7,754

無形固定資産の取得による支出 △10,358 △60,263

敷金及び保証金の差入による支出 △4,602 △150

敷金及び保証金の回収による収入 5,101 436

関係会社貸付けによる支出 － △1,500,000

貸付金の回収による収入 － 1,500,000

その他 △40 40

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,132 △567,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △188,014 △171,099

財務活動によるキャッシュ・フロー △188,014 △171,099

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） 359,066 △69,001

現金及び現金同等物の期首残高 5,856,709 6,215,776

現金及び現金同等物の期末残高 6,215,776 6,146,774
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該当事項はありません。 

  

  

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(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

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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

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(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。

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)

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

同左

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。

(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
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項目
前事業年度

(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

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。

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。

(1) 貸倒引当金

同左

(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  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

６  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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(7)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自  平成20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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平成20年３月31日以前の

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。

───────

─────── （請負契約によるシステム開発に係る収益及び費用の計

上基準の適用）

請負契約によるシステム開発に係る収益及び費用の

計上基準については、従来、工事完成基準（検収基

準）を適用しておりましたが、当事業年度から「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成

19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12

月27日）を適用し、当事業年度に着手したプロジェク

トから、当事業年度末までの進捗部分について成果の

確実性が認められるプロジェクトについては工事進行

基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その

他のプロジェクトについては工事完成基準（検収基

準）を適用しております。 

 これにより、当事業年度の売上高は16百万円増加

し、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益は、それぞれ3百万円増加しております。
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(8)【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21年３月31日)

当事業年度 
(平成22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  関係会社に対する主要なものは以下のとおりであ

ります。

売掛金 167,846千円

敷金及び保証金 219,778千円
 

※２  関係会社に対する主要なものは以下のとおりであ

ります。

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20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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以

下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

※１  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以

下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しております。

役員報酬 156,262千円

給与手当 554,408千円

従業員賞与 31,783千円

賞与引当金繰入額 106,329千円

法定福利費 99,470千円

家賃 173,348千円

減価償却費 14,749千円

※２  関係会社との取引に係るものが以下のとおり含ま

れております。

受取利息 37,445千円

※２  関係会社との取引に係るものが以下のとおり含ま

れております。

受取利息 20,080千円

※３  固定資産除却損の内訳は以下のとおりでありま

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

※３       ───────
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前事業年度(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 

 
  

当事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22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

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21年６月23日 
定時株主総会

普通株式 85,738 1,250 平成21年３月31日 平成21年６月24日

平成21年10月23日 
取締役会

普通株式 85,738 1,250 平成21年９月30日 平成21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22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22年３月31日 平成22年６月24日
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前事業年度（自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日）及び当事業年度（自  平成21年４月

１日  至  平成22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。 

  

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自  平成20年４月１日  至  平成21年３月31日）及び当事業年度（自  平成21年４月

１日  至  平成22年３月31日）のいずれにおいても該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

リース取引、金融商品、有価証券、税効果会計、退職給付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20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 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

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 3,125,394千円

関係会社預け金勘定 2,921,314千円

有価証券勘定 599,981千円

計 6,646,690千円

ＦＦＦ以外の有価証券 499,915千円

現金及び現金同等物 6,146,774千円

(デリバティブ取引関係)

(ストック・オプション等関係)

(持分法投資損益等)

(企業結合等関係)

(賃貸等不動産関係)

(開示の省略)
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前事業年度(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） 

  

当事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

  

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)

種類
会社等の名
称又は氏名

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

種類
会社等の名
称又は氏名

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)

親会社

株式会社
ＣＳＫホ
ールディ
ングス

東京都 
港区

96,225 持株会社
直接
(被所有) 
69.5

事務所の賃借及び
資金の預入れ

事務所の賃
借

235,822
敷金及び
保証金

219,778

資金の払戻
し

1,003,169
関係会社
預け金

2,921,314

利息の受取
り

20,056 未収収益 1,193
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(注) １株当たり当期純利益金額の算定基礎は、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20年４月１日
至  平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 122,765.70円 １株当たり純資産額 125,832.85円

１株当たり当期純利益金額 11,788.83円 １株当たり当期純利益金額 5,697.71円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
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金額につい
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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益 808,607千円 390,811千円

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 808,607千円 390,811千円

普通株式の期中平均株式数 68,591株 68,591株

(重要な後発事象)
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 当事業年度における生産実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

（単位：千円）

 
(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。 

  

  

 当事業年度における受注実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

（単位：千円）

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

 当事業年度における販売実績を品目別に示すと、以下のとおりであります。 

（単位：千円）

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

5. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

品   目 生 産 高
前年同期比

シ ス テ ム 開 発 10,228,863 △25.9％ 

(2) 受注実績

品   目 受 注 高 受 注 残 高
前年同期比 前年同期比

シ ス テ ム 開 発 10,767,066 △21.2％ 1,913,627 41.7％ 

製 品 販 売 271,349 △9.2％ 181,425 10.3％ 

合   計 11,038,416 △21.0％ 2,095,052 38.3％ 

(3) 販売実績

品   目 販 売 高
前年同期比

シ ス テ ム 開 発 10,203,760 △26.3％ 

製 品 販 売 254,346 15.9％ 

合   計 10,458,106 △25.6％ 

㈱ＪＩＥＣ(4291)　平成22年３月期　決算短信（非連結）

－ 23 －


	001_平成22年３月期４Ｑ短信_サマリー情報
	264Q決算短信(サマリ以外)20100422_2050



