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1.  平成25年3月期の業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 13,521 11.5 1,021 22.3 1,035 21.3 623 154.7
24年3月期 12,124 5.7 835 2.1 853 2.1 244 △44.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
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 ％ ％ ％

25年3月期 9,085.15 ― 6.8 9.3 7.6
24年3月期 3,567.62 ― 2.7 8.0 6.9
（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24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

25年3月期 11,424 9,418 82.4 137,317.84
24年3月期 10,787 8,974 83.2 130,848.00
（参考） 自己資本  25年3月期  9,418百万円 24年3月期  8,974百万円

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

25年3月期 393 653 △171 7,024
24年3月期 725 △464 △171 6,148

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

24年3月期 ― 1,250.00 ― 1,250.00 2,500.00 171 70.1 1.9
25年3月期 ― 1,250.00 ― 1,750.00 3,000.00 205 33.0 2.2
26年3月期(予想) ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00 31.2

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 6,700 △0.4 500 7.9 500 6.5 300 7.2 4,373.75
通期 13,700 1.3 1,100 7.7 1,100 6.3 660 5.9 9,622.25



※  注記事項 
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注)詳細は、15ページ(7）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(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会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 68,591 株 24年3月期 68,591 株
② 期末自己株式数 25年3月期 ― 株 24年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 68,591 株 24年3月期 68,591 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、添付資料Ｐ．２「１．経営成績・財政状態に関する分析(１)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当期におけるわが国経済は、円高や海外経済の減速、中国との関係悪化による輸出の落ち込み等の下

振れリスクがあるなか、東日本大震災からの復興需要の本格化や、設備投資、個人消費の持ち直し等が

景気を支え、平成24年10～12月期の実質ＧＤＰは前期比年率で３四半期ぶりにプラスとなりました。さ

らに昨年末の政権交代による経済政策への期待から円高是正や株高が進み、マインドの改善もみられつ

つあります。しかしながら、欧米の財政問題や中国を中心とした新興国の成長鈍化傾向などは、依然と

して国内景気の不安要素となっております。 

 当業界においては、情報システム投資に対する慎重姿勢は継続したものの、企業統合によるＩＴ基盤

の再構築や現行システムの置き換え、セキュリティ強化などへの需要は比較的旺盛で、改善の兆しが見

え始めております。 

 このような環境のもと、当社における金融分野では、企業統合や制度改定対応のシステム開発への需

要を背景に、好調を維持いたしました。金融以外の分野でも、新規案件の取込みや、既存案件の拡大、

更新ニーズをとらえ、的確な提案を実施することで受注を伸ばしました。なかでも運輸・旅行分野で

は、一部案件で、開発規模が当初想定よりも拡大したことにより、売上は予想を大きく上回ることとな

りました。また、全社で組織横断的な要員再配置による最適化を継続して実施し、高い要員稼働率を維

持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、13,521百万円(前事業年度比＋11.5％)、営業利益は、1,021百万円(前事業年度比＋

22.3％)、経常利益は、1,035百万円(前事業年度比＋21.3％)、当期純利益は、623百万円(前事業年度比

＋154.7％)となりました。 

  

 次期の見通しにつきましては、東日本大震災からの復興に加速が見込まれることや、円安や株高を背

景として企業業績の回復が期待されるものの、雇用情勢や所得の改善については不透明であることに加

え、エネルギーコストの上昇も見込まれ、経営環境の先行きは依然として下振れ要因を抱えた状況が続

くものと予想されます。  

 当社においては、一部の大規模な開発案件が収束に向かうことになるため、それに替わる売上規模の

確保が課題となります。ただし、顧客企業の情報化投資の抑制傾向は改善しつつあり、経営の効率化や

新規ビジネスの立上げ、企業や事業の統合分離などのテーマは豊富であり、多様なシステム投資ニーズ

を的確にとらえ、顧客企業とのパートナーシップを更に強め、スピード感をもって積極的な営業を展開

することで、受注を最大化してまいります。 

  

 以上のことから、平成26年３月期の通期業績は、売上高13,700百万円、営業利益1,100百万円、経常

利益1,100百万円、当期純利益660百万円を予定しております。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

(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637百万円増加し、11,424百万円(前事業年度末比＋5.9％)となりま

した。 

 流動資産の増加736百万円のうち、主な増減科目は、現金及び預金の増加614百万円、売掛金の増加

452百万円、有価証券の減少301百万円であります。 

 固定資産の減少99百万円のうち、主な増減科目は、投資有価証券の減少であります。 

  

(負債) 

 負債合計は、前事業年度末に比べ193百万円増加し、2,005百万円(前事業年度末比＋10.7％)となりま

した。主な増減科目は、買掛金の増加であります。 

  

(純資産) 

 純資産合計は、前事業年度末に比べ443百万円増加し、9,418百万円(前事業年度末比＋4.9％)となり

ました。これは主に、当期純利益の計上によるものであります。 

  

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、＋393百万円(前事業年度比△331百万円)となりました。これ

は主に、営業収入増加の一方で、主に外注費の支払及び購入による支出が増加したことによるものであ

ります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、＋653百万円(前事業年度比＋1,118百万円)となりました。こ

れは主に、有価証券の償還による収入の増加が、有価証券の取得による支出の増加を上回ったことによ

るものであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、ほぼ前事業年度並みの△171百万円(前事業年度比△0百万円)

となりました。キャッシュ・フローの内容は、前期・当期ともに配当金の支払額であります。 

  

 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875百万円増

加し、7,024百万円となりました。 

(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25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500円増配の

1,750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3,000円となりま

す。 

 なお、期末配当は、本年６月開催予定の第29回定時株主総会に付議する予定であります。 

 また、平成26年３月期の年間配当は１株当たり3,000円(中間配当1,500円、期末配当1,500円)を見込

んでおります。 

  

最近の有価証券報告書(平成24年６月22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。 

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率(％) 84.5 86.8 85.3 83.2 82.4

時価ベースの自己資本比率
(％)

41.3 53.8 52.6 59.2 61.2

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
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最近の有価証券報告書(平成24年６月22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。 

  

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、多様化が進むシステム環境

において、メインフレームやオープン系はもとより、クラウド、モバイル、ビッグデータといった最新

の技術の習得にも取り組んでまいります。 

 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、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。 

２．企業集団の状況

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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企業におけるシステム障害の発生は、企業のイメージを損ない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高まってきております。当社は、システムの信頼性の要となる

「基盤技術」を最大の強みとしており、その優位性を確保するため、技術・人材の蓄積と、それによる

高付加価値サービスの提供を図ることで、同業他社との差別化を進めてまいります。 

  

 顧客の品質と価格に対する要求は、年々高いものになっております。当社では、システム開発におけ

る品質の向上と同時に、不採算案件の発生を防止するため、プロジェクトレビュー制度を実施しており

ます。その運用のためにはリーダーやマネージャーにも高度なマネジメント力が求められるため、プロ

ジェクト・マネジメント教育や技術研修会等を積極的に実施しております。 

  

 顧客企業において、業種・業態ごとに業績のばらつきがあることや、案件の優先度やニーズの多様化

もあり、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。当社では、営業、開発双

方の部門が密接に連携を推し進め、顧客企業の動向やニーズの把握と共有に努め、迅速な対応が取れる

体制を構築してまいります。 

  

 顧客予算は景気の動向に大きく左右されます。また、システム予算も合わせて変動する傾向にあるた

め、当社では顧客にとって優先度が高い案件に効率的な営業を行い、ニーズを的確にとらえた提案を行

い、高付加価値サービスの提供や、生産性の向上などコスト構造を見直すことで適正な採算性の確保を

図ってまいります。 

  

 ＳＣＳＫグループとしてのシナジーを創出すべく、クロスセルによる顧客層の拡大や、連携を強化

し、当社の特色である「基盤技術」をグループ内でも前面に打ち出し、より高い価値のサービスを提供

してまいります。 

  

 生産活動のグローバル化が進み、企業が生産拠点を海外へシフトする動きは今後も拡大する可能性が

あります。国内市場は成熟が進んでおり、他社とのより一層の差別化を図るためにも、ＳＣＳＫグルー

プのグローバルな展開の中で、当社の強みである「基盤技術」の分野を中心に連携し、海外に進出する

顧客に対しても必要とされるサービスを提供出来るように取り組んでまいります。 

(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24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,358,153 3,972,234

関係会社預け金 ※1 2,690,628 ※1 2,652,162

売掛金 ※2 1,899,383 ※2 2,351,934

有価証券 1,599,952 1,298,836

仕掛品 106,617 96,031

前払費用 84,073 76,600

繰延税金資産 240,541 238,154

その他 109,316 139,591

流動資産合計 10,088,666 10,825,546

固定資産

有形固定資産

建物 50,636 50,310

減価償却累計額 △19,605 △27,508

建物（純額） 31,030 22,802

工具、器具及び備品 143,193 114,852

減価償却累計額及び減損損失累計額 △129,880 △89,037

工具、器具及び備品（純額） 13,313 25,815

有形固定資産合計 44,343 48,617

無形固定資産

ソフトウエア 97,700 75,026

電話加入権 1,528 1,528

無形固定資産合計 99,228 76,555

投資その他の資産

投資有価証券 252,060 141,130

長期前払費用 2,268 6,445

敷金及び保証金 176,797 202,363

繰延税金資産 123,567 123,938

その他 218 －

投資その他の資産合計 554,912 473,877

固定資産合計 698,485 599,050

資産合計 10,787,151 11,424,596
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 387,433 488,180

未払金 18,193 20,386

未払費用 169,307 221,952

未払法人税等 208,872 241,216

未払消費税等 63,016 70,202

前受金 29,042 41,020

預り金 32,672 33,590

賞与引当金 561,782 548,911

工事損失引当金 － 2,233

その他 44,841 －

流動負債合計 1,515,162 1,667,693

固定負債

退職給付引当金 283,989 325,131

役員退職慰労引当金 13,004 13,004

固定負債合計 296,993 338,135

負債合計 1,812,156 2,005,829

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 7,300,000 7,400,000

繰越利益剰余金 332,747 684,429

利益剰余金合計 7,666,388 8,118,070

株主資本合計 8,981,457 9,433,139

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △6,461 △14,371

評価・換算差額等合計 △6,461 △14,371

純資産合計 8,974,995 9,418,767

負債純資産合計 10,787,151 11,424,596
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(２)損益計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 12,124,866 13,521,742

売上原価 9,684,174 ※5 10,915,838

売上総利益 2,440,692 2,605,903

販売費及び一般管理費 ※1 1,605,511 ※1 1,584,200

営業利益 835,180 1,021,702

営業外収益

受取利息 ※2 12,798 ※2 11,370

有価証券利息 3,347 3,425

受取配当金 3,600 800

生命保険配当金 2,799 2,398

その他 1,454 1,107

営業外収益合計 23,998 19,101

営業外費用

支払手数料 6,029 5,706

営業外費用合計 6,029 5,706

経常利益 853,149 1,035,098

特別利益

固定資産受贈益 ※2 42,609 －

ゴルフ会員権売却益 － 2,305

特別利益合計 42,609 2,305

特別損失

固定資産除却損 ※3 2,464 ※3 422

年金資産消失に伴う損失 ※4 394,706 －

特別損失合計 397,171 422

税引前当期純利益 498,587 1,036,981

法人税、住民税及び事業税 374,759 407,425

法人税等調整額 △120,878 6,396

法人税等合計 253,881 413,821

当期純利益 244,706 623,159
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【売上原価明細書】

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ  労務費 ※２ 5,147,706 53.0 5,226,389 47.9

Ⅱ  外注費 4,115,536 42.3 5,174,590 47.5

Ⅲ  購入品費 148.381 1.5 145,382 1.3

Ⅳ  経費

      賃借料 104,558 162,855

      旅費交通費 67,189 73,616

      その他 135,403 307,151 3.2 122,419 358,891 3.3

    当期総製造費用 9,718,775 100.0 10,905,253 100.0

    期首仕掛品たな卸高 72,015 106,617

合計 9,790,791 11,011,870

    期末仕掛品たな卸高 106,617 96,031

    当期売上原価 9,684,174 10,915,838

(注)

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

  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。

  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。

  １  原価計算の方法

同左

※２  労務費のうち引当金繰入額

賞与引当金繰入額 480,845千円

※２  労務費のうち引当金繰入額

賞与引当金繰入額 471,561千円
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 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

当期首残高 7,000,000 7,300,000

当期変動額

別途積立金の積立 300,000 100,000

当期変動額合計 300,000 100,000

当期末残高 7,300,000 7,400,000

繰越利益剰余金

当期首残高 559,518 332,747

当期変動額

剰余金の配当 △171,477 △171,477

当期純利益 244,706 623,159

別途積立金の積立 △300,000 △100,000

当期変動額合計 △226,771 351,682

当期末残高 332,747 684,429

利益剰余金合計

当期首残高 7,593,159 7,666,388

当期変動額

剰余金の配当 △171,477 △171,477

当期純利益 244,706 623,159

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 73,228 451,682

当期末残高 7,666,388 8,118,070
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本合計

当期首残高 8,908,228 8,981,457

当期変動額

剰余金の配当 △171,477 △171,477

当期純利益 244,706 623,159

当期変動額合計 73,228 451,682

当期末残高 8,981,457 9,433,139

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △4,679 △6,461

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,782 △7,909

当期変動額合計 △1,782 △7,909

当期末残高 △6,461 △14,371

評価・換算差額等合計

当期首残高 △4,679 △6,461

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,782 △7,909

当期変動額合計 △1,782 △7,909

当期末残高 △6,461 △14,371

純資産合計

当期首残高 8,903,548 8,974,995

当期変動額

剰余金の配当 △171,477 △171,477

当期純利益 244,706 623,159

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,782 △7,909

当期変動額合計 71,446 443,772

当期末残高 8,974,995 9,418,767
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

営業収入 12,226,063 13,095,190

外注費の支払及び購入による支出 △4,199,881 △5,264,068

人件費の支出 △6,109,330 △6,101,030

その他の営業支出 △822,114 △974,062

小計 1,094,737 756,029

利息及び配当金の受取額 18,694 14,456

法人税等の支払額 △387,915 △376,898

営業活動によるキャッシュ・フロー 725,516 393,587

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 △3,099,000 △4,498,963

有価証券の償還による収入 2,600,000 5,200,000

有形固定資産の取得による支出 △9,211 △18,831

無形固定資産の取得による支出 △789 △4,079

敷金及び保証金の差入による支出 △1,354 △27,848

敷金及び保証金の回収による収入 45,537 1,121

ゴルフ会員権の売却による収入 － 2,523

投資活動によるキャッシュ・フロー △464,818 653,921

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △171,503 △171,868

財務活動によるキャッシュ・フロー △171,503 △171,868

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） 89,194 875,641

現金及び現金同等物の期首残高 6,059,793 6,148,988

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 6,148,988 ※ 7,024,629
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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
当事業年度

(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

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

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)

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                ３～15年

工具、器具及び備品  ４～15年

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。

(3) 長期前払費用

定額法により償却しております。
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(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この結果、従来の方法に比べて、損益に与える影響は軽微であります。 

項目
当事業年度

(自  平成24年４月１日
至  平成25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。

(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。

(3) 工事損失引当金

当事業年度末において、損失の発生が見込まれる工事契約につい

て将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。

(4) 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。

(5) 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。

５  収益及び費用の計上基準 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

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 

  工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法) 

その他のプロジェクト 

  工事完成基準(検収基準)

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。

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。

(７)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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※１  関係会社預け金 

前事業年度(平成24年３月31日) 

「関係会社預け金」は、「ＳＣＳＫグループ・キャッシュマネジメントシステム」(ＣＭＳ：ＳＣＳ

Ｋ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ＳＣＳＫ株式会社(平成23年10月１日付で住商情報システム株式会社を存続会社

として株式会社ＣＳＫと合併し社名変更)であります。 

  

当事業年度(平成25年３月31日) 

「関係会社預け金」は、「ＳＣＳＫグループ・キャッシュマネジメントシステム」(ＣＭＳ：ＳＣＳ

Ｋ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ＳＣＳＫ株式会社であります。 

  

※２  関係会社に対する資産には、区分掲記されたものの他、以下のものがあります。 

 
  

※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。 

 
  

※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。 

 
  

(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24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

売掛金 81,534千円 155,274千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

役員報酬 169,671千円 174,856千円

給与手当 509,146千円 497,559千円

従業員賞与 65,849千円 78,349千円

賞与引当金繰入額 80,936千円 77,349千円

法定福利費 86,792千円 92,690千円

福利厚生費 109,935千円 91,903千円

家賃 145,555千円 100,904千円

減価償却費 47,213千円 40,013千円

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

受取利息 12,798千円 11,370千円

固定資産受贈益 42,609千円 ― 千円
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※３  固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。 

 
  

※４  年金資産消失に伴う損失 

前事業年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 特別損失のうち「年金資産消失に伴う損失」につきましては、当社の親会社であるＳＣＳＫ株式会社

の年金基金(ＣＳＫ企業年金基金)に委託していた年金資産の一部が投資一任契約のもとＡＩＪ投資顧問

株式会社で運用されており、契約資産の大半の消失がほぼ確実に見込まれると判断し、一括して損失処

理したものであります。 

  

当事業年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

※５  売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額 

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

建物 ― 千円 394千円

工具、器具及び備品 2,464千円 27千円

前事業年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

工事損失引当金繰入額 ― 千円 2,233千円
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前事業年度(自  平成23年４月１日  至  平成24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24年４月１日  至  平成25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
当事業年度期首株式数 

(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23年６月23日 
定時株主総会

普通株式 85,738 1,250 平成23年３月31日 平成23年６月24日

平成23年10月21日 
取締役会

普通株式 85,738 1,250 平成23年９月30日 平成23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24年６月21日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 85,738 1,250 平成24年３月31日 平成24年６月22日

発行済株式
当事業年度期首株式数 

(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24年６月21日 
定時株主総会

普通株式 85,738 1,250 平成24年３月31日 平成24年６月22日

平成24年10月19日 
取締役会

普通株式 85,738 1,250 平成24年９月30日 平成24年12月４日

決議(予定) 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25年６月20日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 120,034 1,750 平成25年３月31日 平成25年６月21日
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※ 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 

 
  

当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社には、関連会社がないため、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、資産除去債務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。 

  

 前事業年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 当事業年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

当社の事業は、システム開発事業の単一セグメントであるため、記載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23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

現金及び預金勘定 3,358,153千円 3,972,234千円

関係会社預け金勘定 2,690,628千円 2,652,162千円

有価証券勘定 1,599,952千円 1,298,836千円

計 7,648,735千円 7,923,233千円

ＦＦＦ及びＣＰ以外の有価証券 △1,499,746千円 △898,603千円

現金及び現金同等物 6,148,988千円 7,024,629千円

(デリバティブ取引関係)

(ストック・オプション等関係)

(持分法損益等)

(企業結合等関係)

(賃貸等不動産関係)

(開示の省略)

(セグメント情報等)
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前事業年度(自  平成23年４月１日  至  平成24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  資金の預入れの利率については、市場金利を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。 

２  固定資産の受贈は、親会社から借受けていた固定資産のうち、賃貸借契約の終了した物件について無償で譲
受けたものであります。 

３ ＳＣＳＫ株式会社は、平成23年10月１日付で住商情報システム株式会社を存続会社として株式会社ＣＳＫと
合併し、ＳＣＳＫ株式会社に社名変更しております。 

４ 上表の取引金額には、株式会社ＣＳＫとの平成23年４月１日から同年９月30日までの取引を含めて表示して
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 

        ＳＣＳＫ株式会社(㈱東京証券取引所 市場第一部に上場) 

  

当事業年度(自  平成24年４月１日  至  平成25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  システム開発の受託については、一般的取引条件と同様に決定しております。 

２ 資金の預入れの利率については、市場金利を勘案し一般的取引条件と同様に決定しております。 
３ ＳＣＳＫ株式会社は、平成24年６月27日付で本店所在地を変更しております。 

  

２  親会社又は重要な関連会社に関する注記 

  親会社情報 

        ＳＣＳＫ株式会社(㈱東京証券取引所 市場第一部に上場) 

(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)

親会社
ＳＣＳＫ 
株式会社

東京都 
中央区

21,152
ＩＴソリュ
ーションサ
ービス

直接
(被所有) 
69.51

システム開
発の受託及
び資金の預
入れ

資金の預入
れ

9,418,857
関係会社
預け金

2,690,628
資金の払出
し

9,524,381

受取利息 12,798 未収収益 1,007

固定資産受
贈益

42,609 ― ―

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
ＳＣＳＫ 
株式会社

東京都 
江東区

21,152
ＩＴソリュ
ーションサ
ービス

直接
(被所有) 
69.51

システム開
発の受託及
び資金の預
入れ

システム開
発の受託

1,139,929 売掛金 155,274

資金の預け
入れ

10,719,503
関係会社
預け金

2,652,162
資金の払出
し

10,757,969

受取利息 11,370 未収収益 893
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(注) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、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
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 130,848.00円 １株当たり純資産額 137,317.84円

１株当たり当期純利益金額 3,567.62円 １株当たり当期純利益金額 9,085.15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23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当事業年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益 244,706千円 623,159千円

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 244,706千円 623,159千円

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．その他

(生産、受注及び販売の状況)

(１)生産実績

品   目 生 産 高
前期比増減率

シ ス テ ム 開 発 13,258,234 11.5％

(２)受注実績

品   目 受 注 高 受 注 残 高
前期比増減率 前期比増減率

シ ス テ ム 開 発 13,426,071 11.0％ 1,956,321 8.7％

製 品 販 売 236,069 △28.9％ 163,423 △9.3％

合   計 13,662,141 9.9％ 2,119,744 7.1％

(３)販売実績

品   目 販 売 高
前期比増減率

シ ス テ ム 開 発 13,268,819 11.9％

製 品 販 売 252,923 △4.4％

合   計 13,521,742 11.5％
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