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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第39期

第１四半期連結
累計期間

第40期
第１四半期連結
累計期間

第39期

会計期間

平成24年
４月１日から
平成24年
６月30日まで

平成25年
４月１日から
平成25年
６月30日まで

平成24年
４月１日から
平成25年
３月31日まで

売上高（千円） 2,895,5552,937,01712,526,136

経常利益（千円） 196,154 128,182 883,433

四半期（当期）純利益（千円） 112,685 64,790 540,208

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
112,792 70,903 596,531

純資産額（千円） 7,361,7457,817,7157,845,463

総資産額（千円） 9,804,69610,371,22310,739,045

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
17.67 10.16 84.73

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 75.0 75.4 73.0

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）は含まれておりません。　

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。

(1)業績の概況

　当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、政権交代による金融政策や各種経済対策への期待感から、円

安や株価上昇が続き景況感に明るい兆しが見えてまいりましたが、米国における雇用環境の好転はあるものの中

国や新興国の景気減速の影響が懸念されるなど、先行きが不透明なまま推移いたしました。

　当社グループが属する情報サービス産業界においては、企業業績の回復に伴いＩＴ投資は一部で回復傾向にある

ものの、半導体メーカーや携帯電話メーカー等での事業再編などの動きがあり、本格的な需要回復には至っており

ません。

　このような環境の中で、当社グループでは、情報インフラ整備や保守業務分野の需要増により若干の増収となっ

たものの、事業再編等の影響を受けた高収益事業での受注規模縮小や稼働率の低下による収益性の悪化がみられ

ました。施策面ではＣＳ活動により他社とのサービスの差別化を図るとともに、積極的な採用活動を展開すること

で人材確保に努め、また、競争優位性の源泉である現場力ならびに人間力の強化のため、継続的な教育投資を行っ

てまいりました。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,937百万円（前年同期比1.4％増）、営業利益につきまして

は114百万円（前年同期比40.0％減）、経常利益につきましては128百万円（前年同期比34.7％減）、四半期純利益

につきましては64百万円（前年同期比42.5％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）システムコア事業

　半導体設計関連業務は引き続き受注が減少傾向にあり、組込ソフトウェア開発業務や装置設計業務でも受

注が伸び悩んだことなどから、売上高は593百万円（前年同期比4.1％減）、セグメント利益は132百万円

（前年同期比4.0％減）となりました。

（ロ）ＩＴソリューション事業

　利益率の高い既存製品の受注が減少し次期製品の投入が遅れていることに加え、一部で稼働率が低下した

ことなどから、売上高は851百万円（前年同期比0.4％減）、セグメント利益は63百万円（前年同期比34.2％

減）となりました。

（ハ）ネットワークサービス事業

　情報インフラに関する部分の業務は、比較的安定した需要に支えられ受注は増加しているものの、人件費

の発生が先行するなどし、売上高は1,491百万円（前年同期比5.0％増）、セグメント利益は218百万円（前

年同期比6.0％減）となりました。

(2)財政状態　

　当第１四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産は10,371百万円と前連結会計年度末に比

べ367百万円の減少となりました。これは主に、流動資産の現金及び預金が32百万円と仕掛品が115百万円、有価証券

が100百万円それぞれ増加した一方で、流動資産の受取手形及び売掛金が519百万円、固定資産の投資有価証券が95

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。

　負債は2,553百万円と前連結会計年度末に比べ340百万円の減少となりました。これは主に流動負債において、賞与

引当金が401百万円、未払法人税等が169百万円それぞれ減少した一方で、短期借入金が40百万円、流動負債その他に

含まれる未払消費税等が23百万円、預り金が151百万円それぞれ増加したことなどによるものであります。

　純資産は、7,817百万円と前連結会計年度末に比べ27百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金が四半期

純利益64百万円の計上により増加した一方で、配当金の支払いにより95百万円減少したことなどによるものであり

ます。

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題　

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4)研究開発活動　

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は16百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 7,636,368 7,636,368

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数

100株　

計 7,636,368 7,636,368 － －

（２）【新株予約権等の状況】

  該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 7,636,368 － 1,448,468 － 1,269,165

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。　
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）　

普通株式   1,260,600
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式   6,374,200 63,742 －

単元未満株式 普通株式       1,568 － －

発行済株式総数 7,636,368 － －

総株主の議決権 － 63,742 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議決

権の数（個）」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。

②【自己株式等】

 平成25年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社ＫＳＫ

東京都稲城市百村

1625番地２
1,260,600 － 1,260,600 16.51

計 － 1,260,600 － 1,260,600 16.51

 

２【役員の状況】

　 該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,556,998 4,589,044

受取手形及び売掛金 ※1
 2,435,019

※1
 1,915,824

有価証券 200,000 300,013

商品 4,140 11,767

仕掛品 104,926 220,711

原材料及び貯蔵品 1,089 1,367

その他 694,946 688,676

貸倒引当金 △43,798 △36,870

流動資産合計 7,953,322 7,690,535

固定資産

有形固定資産 721,270 723,013

無形固定資産 180,195 172,899

投資その他の資産

投資有価証券 1,411,407 1,315,906

その他 595,849 490,868

貸倒引当金 △123,000 △22,000

投資その他の資産合計 1,884,257 1,784,774

固定資産合計 2,785,723 2,680,688

資産合計 10,739,045 10,371,223

負債の部

流動負債

買掛金 163,726 119,364

短期借入金 60,000 100,000

未払法人税等 232,423 63,278

賞与引当金 803,600 402,123

工事損失引当金 1,559 734

資産除去債務 － 790

その他 859,343 1,075,239

流動負債合計 2,120,653 1,761,530

固定負債

退職給付引当金 555,888 570,805

役員退職慰労引当金 174,974 179,692

資産除去債務 42,066 41,479

固定負債合計 772,929 791,977

負債合計 2,893,582 2,553,508
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,448,468 1,448,468

資本剰余金 1,636,996 1,636,996

利益剰余金 5,318,319 5,287,473

自己株式 △633,959 △633,975

株主資本合計 7,769,824 7,738,962

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 70,088 76,095

その他の包括利益累計額合計 70,088 76,095

少数株主持分 5,549 2,656

純資産合計 7,845,463 7,817,715

負債純資産合計 10,739,045 10,371,223

EDINET提出書類

株式会社ＫＳＫ(E04856)

四半期報告書

 9/16



（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(平成24年４月１日から
　平成24年６月30日まで)

当第１四半期連結累計期間
(平成25年４月１日から
　平成25年６月30日まで)

売上高 2,895,555 2,937,017

売上原価 2,344,926 2,423,364

売上総利益 550,629 513,652

販売費及び一般管理費

貸倒引当金繰入額 △6,140 △6,494

役員報酬 46,761 43,146

給料及び手当 101,590 87,722

賞与引当金繰入額 18,742 17,234

退職給付費用 2,606 2,863

役員退職慰労引当金繰入額 4,874 4,718

減価償却費 12,826 14,696

その他 177,984 234,902

販売費及び一般管理費合計 359,245 398,787

営業利益 191,384 114,865

営業外収益

受取利息 3,097 4,278

受取配当金 3,501 2,875

助成金収入 4,690 3,358

その他 763 2,927

営業外収益合計 12,051 13,440

営業外費用

支払利息 136 122

和解金 6,373 －

その他 771 0

営業外費用合計 7,281 123

経常利益 196,154 128,182

特別利益

受取保険金 1,600 －

特別利益合計 1,600 －

特別損失

固定資産除却損 － 2,123

特別損失合計 － 2,123

税金等調整前四半期純利益 197,754 126,058

法人税等 84,892 61,162

少数株主損益調整前四半期純利益 112,861 64,896

少数株主利益 176 106

四半期純利益 112,685 64,790
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 112,861 64,896

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △69 6,006

その他の包括利益合計 △69 6,006

四半期包括利益 112,792 70,903

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 112,616 70,797

少数株主に係る四半期包括利益 176 106
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　　　該当事項はありません。　

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

　

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

 
当第１四半期連結累計期間
（平成25年４月１日から
　　平成25年６月30日まで）

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

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率

を乗じて計算しております。

　

（四半期連結貸借対照表関係）

　

※１　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当

四半期連結会計期間の末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会

計期間末日残高に含まれております。

　
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

受取手形　 1,872千円 2,108千円

　　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（平成24年４月１日から
平成24年６月30日まで）

当第１四半期連結累計期間
（平成25年４月１日から
平成25年６月30日まで）

減価償却費 26,897千円 30,371千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）

配当に関する事項

　  (1)配当金支払額

 
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24年６月28日

定時株主総会
普通株式 95,636 利益剰余金 15平成24年３月31日平成24年６月29日

 (2)基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間末後と

　　なるもの

該当事項はありません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）

配当に関する事項

　  (1)配当金支払額

 
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25年６月27日

定時株主総会
普通株式 95,636 利益剰余金 15平成25年３月31日平成25年６月28日

 (2)基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間末後と

　　なるもの

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報　

　 （単位：千円）

 システムコア事業
ＩＴソリュー

ション事業

ネットワーク

サービス事業
合計

売上高     

外部顧客への売上高 619,477 855,339 1,420,7392,895,555

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ 1,830 1,350 3,180

計 619,477 857,169 1,422,0892,898,736

セグメント利益 138,559 96,484 232,190 467,235

　

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）　

　 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 467,235

セグメント間取引消去 25,449

全社費用（注） △301,300

四半期連結損益計算書の営業利益 191,384

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報　

　 （単位：千円）

 システムコア事業
ＩＴソリュー

ション事業

ネットワーク

サービス事業
合計

売上高     

外部顧客への売上高 593,877 851,756 1,491,3832,937,017

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ 3,555 1,351 4,907

計 593,877 855,312 1,492,7342,941,924

セグメント利益 132,971 63,456 218,349 414,778

　

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項）　

　 （単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 414,778

セグメント間取引消去 28,544

全社費用（注） △328,457

四半期連結損益計算書の営業利益 114,865

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

　　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（平成24年４月１日から
平成24年６月30日まで）

当第１四半期連結累計期間
（平成25年４月１日から
平成25年６月30日まで）

１株当たり四半期純利益金額 17円67銭 10円16銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 112,685 64,790

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 112,685 64,790

普通株式の期中平均株式数（株） 6,375,786 6,375,738

（注）潜在株式調整後１株当たり四半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。　

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　 該当事項はありません。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月７日

株式会社ＫＳＫ

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 笛木　 忠男　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 比留間 郁夫　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＫＳＫの

平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成25

年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

  当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＫＳＫ及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

利害関係　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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