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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】

(1) 連結経営指標等

回次 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期

決算年月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月

売上高 (百万円) 164,218 180,773 204,329 231,074 240,953

経常利益 (百万円) 9,166 10,260 12,071 13,749 16,343

親会社株主に
帰属する当期純利益

(百万円) 5,042 5,797 6,516 7,836 8,573

包括利益 (百万円) 5,138 9,791 3,343 8,827 10,319

純資産額 (百万円) 109,001 118,411 119,670 126,820 135,163

総資産額 (百万円) 163,863 174,568 192,625 207,618 234,537

１株当たり純資産額 (円) 3,092.18 3,340.35 3,391.15 3,587.27 3,802.16

１株当たり
当期純利益

(円) 161.63 185.33 208.22 250.40 273.96

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

(円) 161.57 185.10 207.71 － －

自己資本比率 (％) 59.0 59.9 55.1 54.1 50.7

自己資本利益率 (％) 5.3 5.8 6.2 7.2 7.4

株価収益率 (倍) 17.15 19.53 20.03 16.85 18.83

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,530 9,244 11,192 12,584 14,787

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,337 △4,524 △23,424 △9,442 △16,109

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,076 △4,462 14,766 △1,451 12,703

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 21,790 22,157 24,587 26,158 37,450

従業員数 (名) 12,560 13,566 14,910 14,174 14,422

（うち、平均臨時
雇用人員）

（3,195） （3,558） （3,996） （2,520） （2,297）

(注)１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

　 ２ 第50期及び第51期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、ストックオプション制度を採用し

　 ておりますが、調整計算の結果、１株当たり当期純利益が減少しないため、記載しておりません。

　 ３ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）等を第50期の期首

から適用しており、第49期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指

　 標等となっております。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第47期 第48期 第49期 第50期 第51期

決算年月 2016年12月 2017年12月 2018年12月 2019年12月 2020年12月

売上高 (百万円) 100,878 112,371 130,646 150,082 164,094

経常利益 (百万円) 6,513 6,533 7,918 8,486 10,233

当期純利益 (百万円) 4,815 5,214 6,094 7,035 6,932

資本金 (百万円) 26,200 26,200 26,200 26,200 26,200

発行済株式総数 (株) 33,700,000 33,700,000 33,700,000 33,700,000 33,700,000

純資産額 (百万円) 85,551 92,015 95,258 100,704 106,175

総資産額 (百万円) 129,188 133,068 154,351 166,661 190,298

１株当たり純資産額 (円) 2,737.80 2,940.22 3,043.91 3,215.81 3,387.80

１株当たり配当額 (円) 29 33 37 42 51

（１株当たり中間
配当額）

(円) （14） （15） （18） （20） （28）

１株当たり
当期純利益

(円) 154.35 166.70 194.75 224.80 221.54

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益

(円) 154.29 166.65 － － －

自己資本比率 (％) 66.2 69.1 61.7 60.4 55.7

自己資本利益率 (％) 5.8 5.9 6.5 7.2 6.7

株価収益率 (倍) 17.96 21.72 21.41 18.77 23.29

配当性向 (％) 18.8 19.8 19.0 18.7 23.0

従業員数 (名) 5,919 6,401 7,134 7,840 8,163

株主総利回り (％) 105.1 138.2 160.2 163.7 200.9
（比較指標：配当込
みTOPIX）

(％) （100.3） （122.6） （103.0） （121.7） （130.7）

最高株価 (円) 2,912 3,885 5,900 5,050 6,140

最低株価 (円) 2,002 2,721 3,450 4,040 2,815

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 第49期の潜在株式調整後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。

　 ３ 第50期及び第51期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、ストックオプション制度を採用し

　 ておりますが、調整計算の結果、１株当たり当期純利益が減少しないため、記載しておりません。

　 ４ 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　 ５ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準 第28号2018年２月16日）等を第50期期首

　 から適用しており、第49期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の

　 指標等となっております。
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２ 【沿革】
1970年５月 野澤徹、現 代表取締役 会長執行役員野澤宏は、製造業、金融業等のコンピュータ導入活発化に伴いコンピュータ産業

の将来性に着目し、株式会社富士ソフトウエア研究所(資本金3,000千円)を神奈川県横浜市旭区左近山1148番地に設立

1970年８月 本社移転(神奈川県横浜市神奈川区西神奈川１丁目６番１号)

1970年10月 本社移転(神奈川県横浜市神奈川区子安台１丁目７番10号)

1973年４月 本社移転(東京都品川区北品川４丁目10番地)

1977年７月 本社移転(東京都港区芝浦１丁目11番17号)

1983年５月 本社移転(東京都港区芝浦２丁目10番５号)

1984年４月 事業の規模拡大に伴い富士ソフトウエア株式会社に商号変更

1985年５月 本社新社屋完成本社移転(神奈川県鎌倉市岡本960番地１)、旧本社は芝浦事務所に改称

1987年12月 (社)日本証券業協会に株式を店頭売買銘柄として登録

1992年10月 東京証券取引所市場第二部に株式を上場

1995年６月 事業の規模拡大に伴い富士ソフト株式会社に商号変更

ISO9001(品質保証の国際規格)認証取得

1996年９月 株式会社オーエー研究所買収、当社子会社化

1996年10月 株式会社エービーシと合併、富士ソフトエービーシ株式会社に商号変更

株式会社エービーシサービスビューロ(現 富士ソフトサービスビューロ株式会社)子会社化

1997年１月 株式会社ソフトウェア企画、当社子会社化

1997年10月 有限会社ケイアール企画(現 富士ソフト企画株式会社)及びネオスソフト株式会社、当社子会社化

1998年３月 ネオテック株式会社、当社子会社化

1998年８月 ISO14001(環境マネジメントシステムの国際規格)認証取得

1998年９月 東京証券取引所市場第一部に株式指定替え

1998年10月 ネオテック株式会社とネオスソフト株式会社が合併、サイバーコム株式会社に商号変更

1999年３月 勧角コンピュータシステム株式会社（現 株式会社ＤＳＢ情報システム）買収、当社子会社化

1999年４月 合弁会社としてダイヤモンド富士ソフト株式会社をダイヤモンドコンピュータサービス株式会社とともに設立

1999年10月 サイバネットシステム株式会社買収、当社子会社化

2001年７月 株式会社ダイエー情報システム（現 株式会社ヴィンクス）買収、当社子会社化

2001年10月 当社子会社サイバネットシステム株式会社、ジャスダック上場

2002年３月 株式会社ソフトウェア企画、サイバーコム株式会社、ボスシステム株式会社、有明システム株式会社の４社が合併、

新会社の商号はサイバーコム株式会社

株式会社マイカルシステムズ（現 株式会社ヴィンクス）買収、当社子会社化

2002年４月 本社本部制導入

2002年５月 プライバシーマーク取得

2003年８月 当社子会社サイバネットシステム株式会社、東京証券取引所市場第二部上場

2004年４月 本社機能移転（神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地）

2004年６月 しんわシステムサービス株式会社買収、当社子会社化後、富士ソフトＳＳＳ株式会社(現 富士ソフトサービスビューロ

株式会社)に社名変更

本店所在地の変更（神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地）

2004年９月 株式会社東証コンピュータシステム買収、当社子会社化

当社子会社サイバネットシステム株式会社、東京証券取引所市場第一部に株式指定替え

2005年８月 エース証券株式会社第三者割当増資の引受、当社関連会社化

2005年12月 当社子会社ヴィンキュラム ジャパン株式会社（現 株式会社ヴィンクス）、ジャスダック上場

2006年３月 ISMS CMMI（Level3）認証取得

2006年７月 富士ソフト株式会社に商号変更

2007年２月 富士ソフト秋葉原ビル（東京都千代田区神田練塀町３）竣工

2007年６月 当社子会社サイバーコム株式会社、ジャスダック上場

2009年６月 執行役員制度導入

2010年３月 台北支店開設（台湾）

2010年６月 当社子会社イデア・コンサルティング株式会社を設立（ダイヤモンド富士ソフト株式会社の合弁解消に伴う会社分割）

2012年７月 ソウル支店開設（大韓民国）

当社子会社富士ソフトケーシーエス株式会社（現 株式会社ＤＳＢ情報システム）の全株式を売却

2012年10月 当社子会社富士ソフトサービスビューロ株式会社と富士ソフトＳＳＳ株式会社が合併

2013年４月 当社子会社ヴィンキュラム ジャパン株式会社と株式会社ヴィクサスが合併、株式会社ヴィンクスに商号変更

2013年８月 沖縄開発センター開設

2014年２月 当社子会社富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式会社を設立

2014年４月 当社子会社富士軟件科技(山東)有限公司を設立

2015年２月 当社子会社サイバーコム株式会社、東京証券取引所市場第二部に市場変更

2016年３月 当社子会社富士ソフトサービスビューロ株式会社、ジャスダック上場

2016年４月 当社子会社サイバーコム株式会社、東京証券取引所市場第一部に株式指定替え

2016年５月 当社子会社株式会社ヴィンクス、東京証券取引所市場第二部に市場変更

2017年10月 当社子会社株式会社ヴィンクス、東京証券取引所市場第一部に株式指定替え

2018年10月 当社子会社富士ソフトサービスビューロ株式会社、東京証券取引所市場第二部に市場変更
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３ 【事業の内容】
当社グループは、連結子会社30社、持分法適用非連結子会社２社、持分法適用関連会社２社で構成され、ＳＩ（シス

テムインテグレーション）事業、ファシリティ事業を主な事業として行っております。

グループ各社は、独自の営業展開をしておりますが、グループ各社との連携も図っております。

当社グループの事業に係わる位置づけは、次のとおりであります。

なお、ＳＩ事業に係わるグループ各社の主な位置づけとしましては、システム構築全般を当社が行い、主にソフトウ

ェア開発をグループ各社が行っております。

区 分 事 業 内 容

ＳＩ（システムインテグレーシ

ョン）事業

機械制御系、自動車関連等に関する組込系/制御系ソフトウェア開発、各業種

で使用する業務系ソフトウェア開発、プロダクト・サービス及びシステムの構

築・保守・運用サービス等全般

ファシリティ事業 オフィスビルの賃貸

その他 データエントリー事業、コンタクトセンター事業及び再生医療事業等

　

事業の系統図は、次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】

名称
注記
番号

住所
資本金又は
出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有

割合(％)
関係内容

(連結子会社)

　サイバネットシステム㈱ (注２) 東京都千代田区 995
（プロダクト・サービス）
ＳＩ事業

53.91

パッケージ販売を担当してお
ります。なお、当社所有の建
物を賃借しております。また、
当社に対して資金貸付を行っ
ております。

　㈱ヴィンクス
(注２)
(注５)

大阪府大阪市
北区

596
（流通・サービス系）
ＳＩ事業

61.42
当社の受託ソフトウェアの一
部を開発しております。

　㈱オーエー研究所 神奈川県鎌倉市 451
（ハードウェア開発）
その他

92.29

当社の受託ソフトウェアの一
部を開発しております。また、
当社に対して資金貸付を行っ
ております。

　㈱東証コンピュータシス
テム

(注３) 東京都江東区 400
（金融系）
ＳＩ事業

64.75

当社の受託ソフトウェアの一
部を開発しております。また、
当社に対して資金貸付を行っ
ております。

　サイバーコム㈱ (注２)
宮城県仙台市
青葉区

399
（組込系／制御系）
ＳＩ事業

51.89

当社の受託ソフトウェアの一
部を開発しております。なお、
当社へ建物を賃貸しておりま
す。また、当社に対して資金
貸付を行っております。

　富士ソフトサービスビュ
ーロ㈱

(注２) 東京都墨田区 354
（オフィスサービス）
その他

56.06

当社のデータエントリー業務
の大半を行っております。な
お、当社所有の建物を賃借し
ております。

　イデア・コンサルティン
グ㈱

東京都千代田区 100
（業務系）
ＳＩ事業

94.12

当社の受託ソフトウェアの一
部を開発しております。また、
当社に対して資金貸付を行っ
ております。

　富士ソフト・ティッシュ
エンジニアリング㈱

(注３) 東京都墨田区 300
（再生医療事業）
その他

100.00

当社からコンサルティング業
務を提供しており、当社の受
託サービスの一部を業務支援
しております。また、当社所
有の建物を賃借しており、当
社から資金貸付を行っており
ます。

　富士軟件科技(山東)有限
公司

(注３)
中国山東省
済南市

261
（組込系／制御系）
ＳＩ事業

100.00
当社の受託ソフトウェアの一
部を開発しております。

　WATERLOO MAPLE INC. (注４)
Waterloo,
Ontario,
Canada

1,000千
CAD

（プロダクト・サービス）
ＳＩ事業

100.00
（100.00）

当連結会計年度においては、
記載すべき関係内容はありま
せん。

　その他連結子会社20社 － － － － －

(持分法適用関連会社)

　エース証券㈱
(注２)
(注３)

大阪府大阪市
中央区

8,831
（証券業）
ＳＩ事業

26.98
当連結会計年度においては、
記載すべき関係内容はありま
せん。

　㈱日本ビジネスソフト 長崎県佐世保市 50
（業務系）
ＳＩ事業

40.00
当社の受託ソフトウェアの一
部を開発しております。

(注) １ 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２ 有価証券報告書を提出しております。

３ 当社役員が、当該会社の役員を兼任しております。

４ 議決権の所有割合の（ ）内は内書で、間接所有割合の内数であります。

５ 売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えています

が、当該連結子会社は有価証券報告書の提出会社であるため、主要な損益情報等の記載を省略しており

ます。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2020年12月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

ＳＩ事業 11,873 (315)

ファシリティ事業 37 (1)

その他 2,512 (1,981)

合計 14,422 (2,297)

(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへ

の出向者を含む就業人員数であります。

２ 従業員数欄の（内書）は、臨時従業員の当連結会計年度における平均雇用人員であります。

３ 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

(2) 提出会社の状況

2020年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与(百万円)

8,163 35歳8ヶ月 9年8ヶ月 5.9

セグメントの名称 従業員数(名)

ＳＩ事業 8,115

ファシリティ事業 37

その他 11

合計 8,163

(注) １ 従業員数は就業人員数であります。

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

労働組合はありません。

なお、労使関係については円滑な関係にあり、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
文中の将来に関する事項は、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) 会社の経営の基本方針
　当社グループは、中期方針として「ICTの発展をお客様価値向上へ結びつけるイノベーション企業グループ」を目
指し、付加価値向上を実現してまいります。

(2) 目標とする経営指標
　当社グループは、売上高成長率、営業利益率及び安定配当を重要な経営目標と位置づけしております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略
　当社グループは、急速に技術革新の進むビジネス環境の中、既存ビジネスの高度化に取り組むと共に、以下の戦
略を実行することにより、お客様に最適なサービスの提供を行い、持続的な売上及び付加価値の向上を図ってまい
ります。

　① 新技術への果敢な取り組み「AIS-CRM」×「DX」
　組込系/制御系ソフトウェア開発の先進技術力、業務系ソフトウェア開発で培ったシステムインテグレーショ
ンサービス、研究開発や共同開発で培ったプロダクト提供力を軸とする当社の強みに加え、「AIS-CRM」を中心
とした新技術分野にも積極的に取り組んでまいります。さらに、これら当社の強みをベースに様々な業種・業態
のお客様との経験・ノウハウを活かし、デジタル化による業務効率化や生産性向上にとどまらず、ビジネスモデ
ル自体を変革する「DX」を推進し、ビジネスの拡大に取り組んでまいります。

AI・・・・・・・・・・・最先端の「AI」を活用し、経営的観点、ビジネス的観点、技術的観点からAIをイン
　 テグレーション、お客様に最適なサービスを提供してまいります。
IoT ・・・・・・・・・・組込系技術とビッグデータ分析等を組合せてIoTの世界をワンストップサービスで
　 提供してまいります。
Security・・・・・・・・新たなテクノロジーの発展に伴う様々な脅威への対応を行うトータルセキュリティ
　 の提供で、お客様に安心と利益に貢献してまいります。
Cloud ・・・・・・・・・業種、業態やお客様のニーズに最適なクラウドサービスをプライベートからパブリ
　 ックまで幅広く提供してまいります。
Robot ・・・・・・・・・AIとロボティクス技術を結集したコミュニケーションロボット「PALRO」の活用と産
　 業用ロボット分野を支えるソフトウェア技術で新たな価値を創出してまいります。
Mobile＆AutoMotive・・・タブレット、デジタル家電、モバイル、自動車、FA・OAなどあらゆる機器（デバイ
　 ス）をクラウドと連携し「いつでも、どこでも、つながる世界」を実現します。

また、常に発展し続ける自動車ソフトウェアに積極的に対応し、車載組込システム
と情報・通信プラットフォーム の融合を進めます。

　② 付加価値の高いシステムインテグレーションの推進
　ＳＩ事業の高付加価値化推進への取り組みとして、案件一括受注や自社への持ち帰りを促進すると共に、自動
車・産業ロボット等の成長分野に経営資源を積極的に投入してまいります。また、不採算案件抑止策として以下
に注力してまいります。

a 契約における責任範囲の明確化
b 現場レベルの問題発見・対応プロセスに、経営レベルまで連結させたトラブル発生予兆のモニタリングと早
　期の対応体制の確立
c 開発プロセスの整備・標準化、開発ツール等の研究・開発と標準化
d 技術分野に応じた先進的な開発フレームワークの導入

　③ 人材強化と受託開発事業の確実な成長
　体制強化のための積極的な人材投資により、さらなる成長と付加価値向上を実現すべく、人材採用と早期育成
に注力し、有力成長分野でのビジネス拡大を推進すると共に新たな高付加価値ビジネスを担う先端技術分野での
スキルを持つ人材創出に取り組んでまいります。

　④ プロダクト事業の積極推進
　「AIS-CRM」を始めとする先端技術分野での産官学共同研究を含む研究投資や、現場で培ったノウハウを結集
したソフトウェアのみならず、ハードウェアを含めた当社プロダクトの展開、及び海外大手ベンダーとのアライ
アンスビジネスを積極推進し、市場の獲得とシェア拡大を目指してまいります。

　⑤ グループ全体での成長と積極的なグローバル展開
　グループ各社の商材、開発基盤、ノウハウのさらなる連携強化を図り、お客様への最適なサービスを提供する
のに加え、管理業務の共同化等によりグループ全体での効率運営を促進してまいります。また、中国・アセアン
地域でのオフショアの拡大及び日系企業へのサポートや現地企業へのサービスの提供等、インバウンド・アウト
バウンドを含めたグローバルビジネスを積極的に推進してまいります。
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(4) 会社の対処すべき課題
今後の日本経済は、新型コロナウイルス感染症の動向を見極めながらの政府の経済対策や東京オリンピックの開

催による景気浮揚効果が期待される一方で、長引く感染症対応や新大統領体制下での米国の動向、英国のEU離脱の
影響等、先行きの不透明感は一段と増しております。
情報サービス産業におきましては、各企業におけるデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)への意欲が非

常に高まっていることに加え、リモートワークを始めとする新たな働き方の定着や行政におけるデジタル化の推進
等、企業経営の強化のためのICT投資の需要が引き続き旺盛であり、マーケットの変化と最先端技術分野への対応が
課題となっております。

当社グループは、これまでのソフトウェア開発において培ってきた技術力及び対応力に加えて、クラウド関連技
術やロボットテクノロジー、AI技術、セキュリティ技術等の先進ノウハウを蓄積しております。これら当社の強み
である「AIS-CRM」分野（A ： AI I：IoT S ：Security C ：Cloud R ：Robot M ：Mobile＆AutoMotive）を技術戦
略分野とし、当社が長年に渡り蓄積してきた多様な業務経験やシステムインテグレーション力、優良なソフトウェ
ア開発力、プロダクト提供力等を融合してお客様のビジネスシーンに最適な提案をすることで、お客様の付加価値
向上やビジネスの発展に貢献してまいります。特に、ますます巧妙になりつつあるサイバー攻撃の影響は、現実社
会における経済活動や人命にも大きな影響を与えるリスクがあり、最先端のセキュリティ分野を強化することでビ
ジネスの発展に繋げてまいります。
また、当社の強みである人材の採用力・育成力や技術転換のノウハウを活かして、お客様のニーズの高い分野に

対して社内のリソースを集中することで、マーケット環境の変化や技術の発展に迅速に対応してまいります。
併せて、予てより進めてきたウルトラフレックス制度や在宅勤務制度の拡充と当社の技術力を駆使した環境整備

により、リモート環境下での積極的な営業活動や、ソフトウェア開発の生産性及び品質面でのさらなる革新を図る
と共に、社内のDXによる経営の効率化や最先端のセキュリティ技術の強化を進めることで、お客様への新たな付加
価値を創出してまいります。
これらの取り組みにより、お客様及び社員の安心・安全を守りながら、より質の高い新たなサービスやシステム

インテグレーションを提供することで、持続的な成長と付加価値向上を実現し、「ICTの発展をお客様価値向上へ結
びつけるイノベーション企業グループ」を目指して活動してまいります。

２ 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。
なお、文中における将来に関する事項は、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) 人材の確保、育成及びマーケット環境について
　当社グループは、事業の推進にあたり、人的資源に依存するビジネスを展開しており、当社グループの成長のた
めには人材の確保・育成が重要な課題であると認識しております。そのため、採用の強化及び短期間での人材育成
による体制整備や働きやすい制度の導入に伴う退職率低下への取り組みに加え、オフショア・ニアショア開発の活
用やビジネスパートナーとの関係を強化し、安定的な開発体制の整備に努めておりますが、想定どおりに人材の確
保が進まない場合は、事業展開に影響を及ぼす可能性があります。
　また当社グループは、多数の事業ポートフォリオを有しており、マーケット環境の変化に対して柔軟な対応が可
能であるものの、急激な環境等の変化により、多数の事業分野における需要が大きく減退した場合には、技術者の
継続雇用による収益の圧迫や、人材が流出することでその後の回復が遅れることにより、当社グループの経営成績
及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 受託ソフトウェア等の開発について
　当社グループは、お客様の要求事項に基づき受託ソフトウェアの設計・開発、製造及び保守サービス等を行って
おりますが、それらの品質管理や納期管理を徹底しお客様に対する品質保証を行うと共に、お客様サービスの満足
度の向上に努めております。
　当社グループでは、1995年６月にISO9001の認証を取得し、品質マニュアル及び品質目標を設定することにより、
品質管理の徹底を図っております。
　システム開発に際しては、当社とお客様の責任範囲を明確にした上で、引合い・見積り・受注段階からのプロジ
ェクト管理の徹底、プロジェクトマネジメント力の強化に努め、不採算案件の発生防止に努めております。

　しかしながら、当社グループの提供するサービス等において、品質上のトラブルが発生する可能性があり、トラ

ブル対応による追加コストの発生や損害賠償等により、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能

性があります。

(3) プロダクト・サービスについて
　当社グループは、プロダクトの提供にあたり、マーケットニーズを考慮した投資及び販売計画を作成しておりま
すが、マーケットニーズの変化や急速な技術革新等により製品の陳腐化が進み、想定どおりの販売が困難になった
場合には、当該プロダクトに係る追加の減価償却費や減損損失が生じることとなります。
　また、自社プロダクトについて品質管理を徹底し、他社プロダクトについても製品の性質を踏まえた契約や適切
な形式での提供に努めておりますが、バグや製品の欠陥による交換対応等が発生した場合には追加コストの発生や
損害賠償責任を負う可能性があることに加え、他社製品に組み込まれる場合においては、想定外の多額の損害賠償
請求を受ける可能性があります。
　一方で、知的財産権については、他者の権利侵害に注意したうえで、その取得及び保護を進めております。しか
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しながら、当社グループが認識しない他者の知的財産権を侵害した場合には、損害賠償請求や当該知的財産権の対
価等を請求されることがあり、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(4) アウトソーシング業務の請負について
　当社グループは、基幹システムの構築、ネットワーク環境の開発・保守・運用等のデータセンターを使用したア
ウトソーシングサービスを行っております。当サービスを安定供給するためには、システムの安定的な稼動、シス
テム障害が発生した場合には適切な対応策を講じることが不可欠であり、データセンターの設備の整備や安定的な
運用体制の構築、あるいは、突発的なシステム障害に対応できる組織作りに努めております。
　しかしながら、運用上の作業手順が守られない等の人的ミスや機器・設備の故障等の予期せぬ事象により、お客
様と合意した一定水準以上のサービス提供が実現できなかった場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響
を及ぼす可能性があります。このため、継続的な運用品質の改善を行うとともに、障害発生状況の確認・早期検知、
障害削減や障害予防に向けた対策の整備・強化に努めています。
　また、データセンターの収益性が低下した場合には、当該データセンターに係る減損損失が生じることとなりま
す。

(5) ファシリティ事業について
　当社グループは、各地に自社オフィスとして不動産を所有し、一部をファシリティ事業として賃貸しておりま
す。これらの資産は、テレワークの増加等を背景としたテナント及び貸会議室需要の減退による事業収入の圧迫や、
不動産市況の変動による大幅な地価の下落等が起こる場合、当該不動産に係る減損損失が生じることとなり、当社
グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(6) その他の事業について
　当社グループは、再生医療支援業（細胞療法に不可欠な細胞培養・保存を受託）やPRP（多血小板血漿）受託製造
等の再生医療事業を行っております。当事業においては、2014年11月に「再生医療等の安全性の確保等に関する法
律」が施行され、製造・品質管理基準に適合した拠点の整備等、十分な安全管理体制を確保し、本法令を遵守した
運用に努めております。また、インプラント型再生軟骨につきましても、現在、再生医療等製品の製造販売の承認
申請中であり、事業化と体制強化を進めております。
　しかしながら、今後の再生医療分野の発展に伴い、関係官庁の動向を含め当社が想定し得ない事象が生じた場合
には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(7) グローバルリスクについて
　当社グループは、海外の商品を取り扱うと共に、欧米・アジアの各国において開発・生産・販売拠点の設立、企
業買収や資本提携等を通じてグローバルに事業展開しております。これらの国や地域における商習慣・法的規制の
相違等については、事前調査や専門家等を通じて対策を施しておりますが、現地での予期せぬ特殊事情、政治体制
の変更、為替相場の急激な変化、テロ行為、伝染病等の想定外の事象があった場合、当社グループの経営成績及び
財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 自然災害等について
　当社グループは、地震等の大災害や感染症の大流行等に備え、グループ各社の危機管理情報の集約体制構築や、
国内事業の情報システムの分散等の施策に加え、在宅勤務制度の導入、全社員にタブレットを配布、オンラインに
よる人材の確保や育成等の環境整備を進めております。
しかしながら、大災害の発生等により営業活動の停止、当社グループの施設等の損壊や閉鎖、交通・通信・物流

といった社会インフラの混乱、お客さまやビジネスパートナーの被害状況等により、当社グループの経営成績及び
財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、感染症の大流行により、マーケット環境の大幅な悪化や人材確
保に問題が生じた場合、生産体制や品質管理等の問題が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼ
す可能性があります。

(9) 内部管理体制について
　当社グループは、企業価値を継続的に高めていくために、業務執行の適正性及び健全性の確保が重要であると認
識しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、内部統制システムの適切な構
築及び運用を実施しております。しかしながら、このような施策を講じても役員、従業員による不正行為は完全に
は回避できない可能性があります。また、経営環境の急激な変化や新たな事業の拡大等により、内部管理体制の整
備が行き届かず想定外の不正行為等が発生した場合には、適切な業務運営が困難となり、当社グループの経営成績
及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(10) 機密情報の管理について
　当社グループは、お客様企業情報及び社内外の個人情報を取り扱っており、「個人情報保護法」や「マイナンバ
ー法」等に沿った対応を整備する等、法令を遵守した運用に努めております。それらの機密情報を適切に管理し安
全性を確保することが企業に課せられた社会的責務であると認識しております。
　また、当社グループでは、サイバー攻撃対策及びネットワーク管理等の情報保護に関する社内基準の策定と遵守、
合理的な技術的セキュリティ対策の実施、情報管理に関する社内教育の徹底及び外部委託先との機密保持契約の締
結に加え、当社プロダクト製品においても情報漏洩を未然に防ぐ様々な技術対策を講じております。
　このような対策にもかかわらず、予期せぬ事象により情報漏洩等が発生した場合には、お客様からの損害賠償責
任の発生や、当社グループに対する信用の低下により、受託ソフトウェア開発業務の継続にも支障が生じる場合が
ある他、今後の法令改正等によっては、当社プロダクト製品に新たな技術対策が必要になり、経営成績及び財政状
態に影響を及ぼす可能性があります。
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(11) 投資活動について
当社グループは、企業価値を向上させ事業を成長させる上で技術の獲得やアライアンスが有効な手段となる場合、

必要に応じて国内外での企業買収や子会社の設立、ベンチャー企業への投資等を実施しております。また、生産能
力向上等のためオフィス建設等の設備投資を実施しております。これらの投資の実施に当たっては、事前に収益性
や回収可能性について調査・検討を行っておりますが、投資後の市場環境や競争環境に著しい変化があった場合や、
投資先の事業が当初に計画した通りの成果を得られない場合、投資の一部又は全部が損失となる、あるいは、追加
資金拠出が必要となる等、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(12) 資金調達について
当社グループは、投資活動に必要な資金をコマーシャル・ペーパーや複数の金融機関に分散して調達しておりま

す。
しかしながら、将来、当社の信用格付けの引下げに伴う信用力の低下や金利変動に伴う資金調達コストの増加等、

何らかの理由により資金調達に支障が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性が
あります。

３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等
に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(1) 経営成績
当連結会計年度における日本経済は、米中貿易摩擦等に加え新型コロナウイルス感染症の影響により、４月から

急激な減速に転じました。世界経済につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響が世界全体へ拡がったこと
により、極めて厳しい状況となりました。経済活動は緩やかに再開され持ち直しの動きもみられましたが、新型コ
ロナウイルス感染症の再拡大に伴い、景気の先行きは依然として不透明な状況となっております。
情報サービス産業におきましては、景況感や企業業績の悪化に伴い投資抑制の動きが見られ、製造業やサービス

業を中心とした多くの業種において非常に厳しい事業環境となった一方で、コロナ禍におけるテレワークの促進や
インターネット利用の拡大、さらに、予てから注目されていたデジタルトランスフォーメーション（以下、DX）を
キーワードとしたビジネス革新や、新たなデジタルビジネス創造の必要性がより認識されたことによる継続的な投
資も行われてまいりました。

このような状況の下、当社グループは、事業環境の変化に迅速に対応すべく、クラウドサービスや仮想化技術を
活用したシステムインフラ構築分野や、ECを始めとしたネットビジネス分野等の需要の高い分野に重点的に経営資
源を投入し、事業ポートフォリオの変革を進めるとともに、以前より当社が重点技術と位置づける「AIS-CRM」分野
（※１）においても積極的なビジネス展開を図ってまいりました。
なお、感染症対策につきましては、お客様や社員を始めとするステークホルダーの皆様の安心・安全を最優先と

しつつ、お客様への安定的・継続的なサービスの提供に加えてソフトウェア開発の生産性向上と付加価値創出を実
現するため、当社の技術力とノウハウを駆使した次のような取り組みを実施し、コロナ禍における事業の拡大と経
営の効率化を図ってまいりました。

・日本で初めて、オンラインで出席しながら議決権行使が可能な株主総会を開催
・在宅勤務を積極推進するため、「在宅勤務準備金・支援金」支給制度の導入等、在宅勤務制度の拡充
・採用活動から新人研修や社員教育まで、全面的なオンライン化の実現
・リアルな空間とオンライン配信を組み合わせたハイブリッド型のプロモーション（ウェビナー等）の実施
・最先端の仮想化技術を駆使したコストパフォーマンスに優れ安全かつ拡張性ある仮想デスクトップ環境の実現
・Web上に仮想的なオフィスを作り、リモートワーク下のコミュニケーションを活性化する仕組みの開発

システム構築分野の業務系システム開発におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によりシステム投資
の見直しや先送り等の動きもありましたが、ECサイトの構築需要が引き続き活況なネットビジネス分野や、グロー
バルベンダーのクラウドサービスや仮想化技術を活用したシステムインフラ構築分野では、引き続き需要が旺盛で
した。こうした成長分野にリソースを傾注し、当社の培ってきたノウハウと、発展を続ける様々なベンダーのサー
ビスとを組み合わせて、お客様の多様なニーズに最適なソリューションを提供してまいりました。特に、パブリッ
ククラウド上での業務系システムの構築やクラウド型で提供されるサービスを利用するお客様が増加する等、急速
に成長を続けるクラウド市場への対応として、新たなお客様分野への積極的な営業活動や、体制整備のための人材
の採用や育成を進めてまいりました。これらの取り組みが様々なベンダーからの認定・受賞（※２）として評価を
いただき、お客様への新たな付加価値として提供してまいりました。さらに、リモートワークやＤＸを背景とした
基幹システムの刷新や情報系システムの見直し等のニーズに積極的に対応するとともに、それらの拡大に伴いより
複雑化・巧妙化する攻撃型ウイルス等のセキュリティ攻撃への備えとして、これまで培ってきたセキュリティの技
術やノウハウを活用した提案を進める等、当社の専門知識と技術力を融合した高付加価値のトータルサポートも提
供してまいりました。
組込/制御系システム開発におきましては、交通関連案件を中心に社会インフラ系が堅調に推移したことに加え、

第５世代移動通信システム（5G）の商用サービスが開始され、新技術の実用化に向けた実証実験、通信キャリアサ
ービスのプラットフォーム開発やモバイル通信網のインフラ装置関連開発を中心に事業を拡大いたしました。一方
で、自動車関連分野では電動化・自動運転等のCASE分野、機械制御分野ではAI・IoT等のDXへの投資需要は高いもの
の、コロナ禍による自動車や工作機械等の生産供給の急速な減退と、それに伴う業績悪化による製品開発計画延伸
等の影響を受け、一時的に低調となりました。しかしながら、戦略的事業投資関連等の今後を見据えた先端技術へ
の潜在的ニーズは引き続き高く、また生産販売の回復により投資意欲にも復調の動きが見られ、積極的な営業活動
を展開すると共に、開発体制の強化にも注力しております。
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プロダクトサービス分野におきましては、コロナ禍によるテレワークの増加やGIGAスクール構想等によりモバイ
ル通信端末等のICT機器の需要が急拡大いたしました。これを受け、コンシューマ向けのWi-Fiルーター「+F
FS030W」や法人向けのデータ通信端末「FS040U」の増産体制を迅速に整えたことで、販売台数が大幅に増加いたし
ました。さらに、モバイルルーターとホームルーターの両方の使い方ができる端末「+F FS040W」の提供を開始する
ことで、高まる需要に積極的に対応いたしました。また、非接触型の生活様式が浸透しつつある中、テレワークや
オンライン会議に活用いただけるペーパーレス会議システム「moreNOTE」や無人受付システム「moreReception」、
教科書や教材のデジタル化から配信・利用までをトータルにサポートするサービス「みらいスクールプラットフォ
ーム」等の自社プロダクトに加え、時間と場所を選ばないセキュアな環境を提供可能な商品等も合わせて、アフタ
ー/ウィズコロナ時代に安心して過ごしていただける製品の提案によりお客様の付加価値向上に努めております。
再生医療分野におきましては、2005年より研究を開始した「コンドロエース（インプラント型再生軟骨）」の製

造販売承認に向けて体制を強化し、事業化に向けた取り組みを進めてまいりました。
CSR（企業の社会的責任）活動としましては、特例子会社の富士ソフト企画株式会社を通した障がい者の就労拡大

に向けた就労移行支援活動や、ICT技術を生かした新しい農業としてのしいたけ栽培に引き続き取り組んでおりま
す。なお、ロボット作りを通して「ものづくり」の楽しさを広め、ロボットテクノロジーの向上を図る目的で1990
年より開催してきました「全日本ロボット相撲大会」につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により安
全を考慮し昨年の開催を見送りましたが、今後も引き続き活動を続けてまいります。
　このような活動により、当連結会計年度の業績につきましては、SI事業が好調に推移し、売上高は2,409億53百

万円(前年同期比4.3％増)となりました。また、新型コロナウイルス感染症の影響によるリモートでの人材採用や教
育の実施及び在宅勤務の定着に伴う移動の減少等により、販売費及び一般管理費は388億75百万円(前年同期比1.5％
減)になり、営業利益は159億72百万円(前年同期比20.4％増)、経常利益は163億43百万円(前年同期比18.9％増)、親
会社株主に帰属する当期純利益は85億73百万円(前年同期比9.4％増)となりました。

※１：AIS-CRM（アイスクリーム）とは、「A：AI I：IoT S：Security C：Cloud R：Robot M：Mobile＆AutoMotive」の頭文字を
　 とったもので、当社の注力分野や強みを示したもの。
※２：認定・受賞一覧
　Amazon Web Services, Inc.（パブリッククラウドシェア世界No.1）
　 ・パートナープログラム「AWS パートナーネットワーク」の最上位である「APN プレミアコンサルティングパートナー」
　 及び「AWS Well-Architected パートナープログラム」に認定
　 ・AWS コンピテンシープログラム「移行コンピテンシー」に認定
　VMware, Inc.
　 ・Principal Partner（プリンシパルパートナー）に認定
　 ・VMware グローバル パートナー オブ ザ イヤー賞（アジア パシフィックおよび日本地域）の受賞
　NetApp, Inc.
　 ・「NetApp Japan Partner Award 2020」にて「Technology Innovation Award」の受賞
　Blue prism limited.

　 ・「シルバーデリバリープロバイダー」認定

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
① ＳＩ（システムインテグレーション）事業

ＳＩ事業における、組込系/制御系ソフトウェアにおきましては、社会インフラ系が好調に推移したこと等によ
り増収・増益となりました。業務系ソフトウェアにおきましては、主にシステムインフラ構築やインターネットビ
ジネス分野が堅調に推移したことにより増収・増益となりました。プロダクト・サービスにおきましては、ライセ
ンス販売や自社製品販売が好調に推移したこと等により増収・増益となりました。アウトソーシングにおきまして
は、新型コロナウイルス感染症の影響によるサービス利用の減少等により減収となりましたが、販管費抑制等によ
り増益となりました。
以上の結果、売上高は2,279億95百万円（前年同期比5.8％増）となり、営業利益は149億8百万円（前年同期比

27.0％増）となりました。

※ＳＩ事業の主な売上高及び営業利益の内訳については、次のとおりであります。
（単位：百万円）

売上高 前年同期比(％) 営業利益 前年同期比(％)

　ＳＩ事業合計 227,995 105.8 14,908 127.0

システム構築 134,017 102.1 8,807 115.3

組込系/制御系ソフトウェア 65,040 100.6 4,924 110.8

業務系ソフトウェア 68,977 103.6 3,882 121.6

プロダクト・サービス 93,977 111.5 6,100 148.8

プロダクト・サービス 79,971 115.4 5,121 163.0

アウトソーシング 14,005 93.5 978 102.1

(注) 営業利益については、セグメント間取引消去△０百万円が含まれております。

② ファシリティ事業
ファシリティ事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響による貸会議室需要の減少等により売上高

は26億53百万円（前年同期比8.5％減）となり、営業利益は８億10百万円（前年同期比33.1％減）となりました。

③ その他
その他におきましては、データエントリー事業やコンタクトセンター事業の減収により、売上高は103億４百万

円（前年同期比18.7％減）となり、再生医療事業の先行投資等により営業利益は２億53百万円（前年同期比20.1％
減）となりました。
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生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
① 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

ＳＩ事業 175,788 105.8

ファシリティ事業 1,741 111.5

その他 8,575 80.2

合計 186,105 104.4

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。
２ 金額は、製造原価により算出しております。
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績
当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

ＳＩ事業 233,548 103.5 60,265 110.1

ファシリティ事業 2,588 89.6 1,057 94.2

その他 10,398 82.5 1,846 105.4

合計 246,535 102.3 63,169 109.7

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績
当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

ＳＩ事業 227,995 105.8

ファシリティ事業 2,653 91.5

その他 10,304 81.3

合計 240,953 104.3

(注) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
３ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、100分の10に満たないため、記載を省略して

おります。

(2) 財政状態
資産
当連結会計年度末における総資産は2,345億37百万円（前連結会計年度末差269億19百万円増）となりました。そ

の内訳は、流動資産が1,053億63百万円（前連結会計年度末差173億54百万円増）、固定資産が1,291億73百万円
（前連結会計年度末差95億64百万円増）であります。
流動資産の主な変動要因は、現金及び預金が383億30百万円（前連結会計年度末差160億51百万円増）によるも

のです。
固定資産の主な変動要因は、建築中の汐留ビル等により建設仮勘定が49億８百万円（前連結会計年度末差46億

86百万円増）、投資有価証券191億85百万円（前連結会計年度末差17億40百万円増）によるものです。

セグメントごとの資産は、次のとおりであります。
① ＳＩ事業

ＳＩ事業におきましては、好調な受注環境により売掛金が増加したこと及び建設中の汐留ビル等により、セグメ
ント資産は、2,278億83百万円（前連結会計年度末差267億16百万円増）となりました。

② ファシリティ事業
ファシリティ事業におきましては、建物等の減価償却によりセグメント資産は１億88百万円（前連結会計年度末

差20百万円減）となりました。

③ その他
その他におきましては、建物等の減価償却によりセグメント資産は64億65百万円（前連結会計年度末差２億22百

万円増）となりました。
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負債
当連結会計年度末における負債総額は993億74百万円（前連結会計年度末差185億76百万円増）となりました。そ

の内訳は、流動負債が687億51百万円（前連結会計年度末差206億44百万円増）、固定負債が306億23百万円（前連
結会計年度末差20億68百万円減）であります。
流動負債の主な変動要因は、短期借入金が207億25百万円（前連結会計年度末差175億31百万円増）によるもの

です。
固定負債の主な変動要因は、長期借入金が205億15百万円（前連結会計年度末差21億２百万円減）によるもの

です。

純資産
当連結会計年度末における純資産は1,351億63百万円（前連結会計年度末差83億42百万円増）となりました。
この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の54.1％から50.7％となりました。

(3) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、374億50百万円で前連結会計

年度末に比べ112億91百万円増加しました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は147億87百万円となりました。
これは、増収・増益に伴う入金額の増加等によるもので、税金等調整前当期純利益156億47百万円、減価償却

費59億43百万円により増加し、長期前払費用の増減額32億82百万円、法人税等の支払額53億86百万円により減少
しました。

投資活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は161億９百万円となりました。
これは、主に有形・無形固定資産の取得による支出101億82百万円により減少しました。

財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動による資金の増加は127億３百万円となりました。
これは、主に借入及びコマーシャル・ペーパーによる収支148億77百万円によるものです。

資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの運転資金需要のうち主なものは、人件費及び外注費のほか、オフィスの賃借に伴う地代家賃等の

営業費用であります。当社グループは、事業運営上適切な手元流動性と資金需要に応じた調達手段を安定的に確保
することを基本方針としております。短期運転資金は、自己資金に加えて、金融機関からの短期借入及びコマーシ
ャル・ペーパーによる調達を基本としており、設備投資や長期運転資金の調達につきましては、金融機関からの長
期借入を基本としております。当社は、㈱日本格付研究所から信用格付を取得しており、当連結会計年度末現在、
当社の発行体格付は、A-（長期）、J-1（短期）となっております。なお、当連結会計年度末における借入金及びリ
ース債務を含む有利子負債の残高は447億３百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現
金同等物の残高は374億50百万円となっております。

(4) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりでありま

す。
　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

① 重要な会計方針及び見積り
当社グループの連結財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成され

ています。この連結財務諸表の作成にあたって、経営者は会計方針の選択・適用、また、資産・負債及び収益・費
用の報告金額並びに開示に影響を与える見積りを必要としています。これらの見積りについては過去の実績等を勘
案し合理的に判断していますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合
があります。
当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等（１）連

結財務諸表 注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載しておりますが、特に以下の
重要な会計方針が、当社の連結財務諸表の作成において使用される当社グループの重要な判断と見積りに大きな影
響を及ぼすと考えております。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積りについては、「第５ 経理の状況 １

連結財務諸表等 (１）連結財務諸表 注記事項（追加情報）」に記載しております。

(工事進行基準)
当社グループは、受注制作ソフトウェア開発に係る収益の計上基準について、進捗部分について成果の確

実性が認められる契約の場合は工事進行基準を適用しております。工事進行基準は受注総額及び総製造原価
の見積りに大きく依存しており、契約及び見積りの管理や計画管理の正確性が求められております。受注総
額及び総製造原価の見積りについて、実績との乖離が発生した場合は見直しを行い収益計上の精度を確保し
ておりますが、適切な対応が遅れた場合には当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(工事損失引当金)
当社グループは、受注制作ソフトウェア開発に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における

受注制作ソフトウェア開発のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができ
る契約について、損失見込額を計上しております。損失見込額については、見積り合理性及びプロジェクト
進捗報告による開発進捗・原価発生状況のモニタリング、完成後の品質確認等のプロジェクト管理体制を整
備しており、見込額計上の精度を確保しております。しかしながら、想定できなかった原価の発生等により、
当初の見積りを超える原価が発生する場合には当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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(固定資産の減損)
当社グループは、固定資産の減損に係る回収可能性の評価にあたり、各社ごとに資産のグルーピングを行

い、収益性が著しく低下した資産グループについては、固定資産の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計上することになります。固定資産の回収可能価額については、将来キャッシ
ュ・フロー等の前提条件に基づき算出しているため、当初見込んでいた収益が得られなかった場合や、将来
キャッシュ・フロー等の前提条件に変更があった場合、固定資産の減損を実施し、当社グループの業績を悪
化させる可能性があります。

(繰延税金資産)
当社グループは、繰延税金資産の回収可能性の評価に際して、将来の課税所得を合理的に見積もっており

ます。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存しますので、その見積額が減少した場合、
繰延税金資産は減額され税金費用が計上される可能性があります。

② 経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当社グループは、売上高成長率、営業利益率及び安定配当を重要な経営目標と位置づけしております。
売上高におきましては、当連結会計年度は2,409億53百万円となり、売上高成長率は4.3％となりました。主な要

因としては、ライセンス販売を中心にプロダクト・サービスが好調に推移したことに加え、ＳＩ事業における組込
/制御系では社会インフラ系、業務系ではシステムインフラ構築が堅調に推移したことであります。
営業利益におきましては、当連結会計年度は159億72百万円となり、営業利益率は6.6％となりました。主な要因

としては、売上高の増収及び新型コロナウイルス感染症の影響によるリモートでの人材採用や教育の実施及び在宅
勤務の定着に伴う移動の減少等により、販管費が改善したことであります。
また配当については、当連結会計年度の年間１株当たり配当額は51円（うち、創立50周年記念配当５円）となり

ました。
今後も当社グループの企業価値向上に努めてまいります。

指標
2018年12月期

(実績)
2019年12月期

(実績)
2020年12月期

(実績)

売上高(百万円) 204,329 231,074 240,953

売上高成長率(％) 13.0 13.1 4.3

営業利益(百万円) 11,400 13,266 15,972

営業利益率(％) 5.6 5.7 6.6

１株当たり配当金(円) 37 42 51

４ 【経営上の重要な契約等】

　該当事項はありません。

　

５ 【研究開発活動】
当社グループにおける研究開発活動は、主に連結財務諸表を作成する当社が行っております。

また、当社における研究開発活動はＳＩ事業に係るものであり、その活動状況は次のとおりであります。

(1) 研究開発体制

当社の研究開発につきましては、イノベーション統括部、PALRO事業部、再生医療研究部をはじめとする各研究開

発部門において、最新の技術動向を調査・研究すると共に、実践レベルでの各種検証を行っております。

なお、当連結会計年度末の研究開発に従事する人員数は、111名であります。

(2) 研究開発費用

当連結会計年度において当社グループが支出した研究開発費の総額は、632百万円であります。

(3) 研究開発の概要

① AI技術

大型GPUサーバーを導入し、開発者に提供することで早期提案の実現や開発の生産性を向上する取り組みを行っ

ております。この取り組みの実現により、お客様のサービス提供スピードの向上とともに高付加価値の実現への貢

献を果たします。また、医療分野においては大学病院と共同研究を実施しており、特定の状況下で現役の医師と同

程度の精度のAIを作成しました。こちらについては引き続き共同研究を進めてまいります。当連結会計年度におい

ては特に自然言語の分析技術やAIやシミュレータに関する研究しております。自然言語の研究においては契約書文

書の差異や特定文書の中から類似単語を抽出する研究を実施しています。こちらについては一定の効果が見込まれ

るため開発への適用を実施中です。シミュレータにおいては今後ロボティクスを主とした自動化の需要に応えるた

め、想定した動作を仮想空間の中で検証できる仕組みを利用してSIの生産性の向上が期待できます。

今後も市場の動向や研究で発表される新たな技術の調査・検証を進めると共に、開発の生産性や品質の向上、お

客様へより良いAIシステムの提供に繋げられるよう、継続して研究を進めております。
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② IoT技術

主に製造業向けのお客様をターゲットとして、「工場内の生産効率化」をテーマに推進してまいりましたが、コ

ロナ感染の影響を受け、好調分野である、物流業のお客様を新たなターゲットに追加し、物流の倉庫の搬出入の生

産効率化をテーマにIoTを推進しております。さらに、食品・飲料業界の生産過程における成分の精度向上の調査

研究を推進しております。また、kubernetes（*１）、コンテナ技術を用いた移行技術およびiPaaS（*２）を用い

たSaaS間連携の新技術の調査を推進しております。

*１：kubernetes

コンテナの運用管理と自動化を目的に設計されたオープンソースのシステム

*２：iPaaS

組織内外にあるオンプレミスシステムとクラウドベースのシステムを組み合わせ、統合したフローを開発

し、実行、管理するためのクラウドサービス

③ サイバー・セキュリティ技術

国立大学法人横浜国立大学と連携し「IoTマルウェアの分析」、「標的型攻撃の識別・検知」等についての調査

研究を行っております。また、社内システム・自社プロダクト・受託開発のセキュリティ強化のため、「セキュア

開発・運用プロセス」、「脆弱性検査・管理」、「ハッキング・堅牢化手法」、「セキュリティアーキテクチャ」

等の研究を実施しております。さらに、ビジネス推進を目的とした技術マップ、サービスメニュー作成のための調

査研究も行っております。

④ ロボット技術

当社プロダクトのコミュニケーションロボットにおいて、多言語対応に向けた研究やロボット本体に搭載する要

素技術を複合したセンシング技術の向上及びより人間に近い会話の実現に向けた研究を進めております。

高齢者福祉施設向けのロボットにおいては、導入先に適した機能強化とともに、従来から取り組んでいる生活支

援や介護予防の機能、体操などの健康寿命延伸に繋がる機能、及び、認知症予防に効果的な機能を搭載したロボッ

トの試行検証を継続して実施しております。また、新たに新型コロナウィルス感染症予防対策としての活用や、新

たに訪問介護の領域への展開など、病院・大学・自治体と共同で実証実験や機能強化を図っており、継続して調査

研究を進めております。
　

⑤ 農業ロボット技術

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)より「イノベーション創出強化研究推進事業/ジャガ

イモシロシストセンチュウ土壌調査のためのハヤブサ型ドローンの開発」に関わる開発委託の採択を受け、2018年

9月より研究開発を進めております。本研究開発では、農業分野でも導入が進んでいるドローンと情報管理技術の

活用により、人力による「土壌サンプリングと線虫調査情報管理」（*３）を自動化する技術を新たに開発するこ

とを目的としております。当期は、基礎研究３か年の最終年度として、土壌サンプリングの基礎機能となる、採土

機構の小型軽量試作版が完成し、ドローンとの簡易的な接続飛行試験および一定量の土壌採取に成功しておりま

す。また、線虫調査情報管理システムの機能拡充を実施し、当初計画は達成する見込みです。

今後は応用研究に向けた準備として、様々な土壌における採土機構の機能強化および線虫調査情報管理システム

の改良を行い、実用化に向けた研究を進めてまいります。

*３：土壌サンプリングと線虫調査情報管理
馬鈴薯（ジャガイモ）の難防除害虫であるジャガイモシロシストセンチュウの蔓延を防ぐため防除活動

⑥ 車載ソフトウェア技術

APTJ株式会社（*４）製品であるAUTOSAR準拠ソフトウェアプラットフォームJulinar（*５）の開発を行ってまい

りました。APTJ株式会社からは販売サブライセンス権を受けJulinarを使った自動車ECU開発を受注すると共に、専

任組織によるインテグレーションサービス、導入支援、専門技術者育成の支援、など強力にAUTOSAR事業の拡大を

進めております。

　自動運転の要素技術となるAI分野においては、自動車業界で採用が見込まれるGPU／AIプラットフォームの技術

調査を進めております。自動車業界で必要となる国際規格に準拠した車載ソフトウェア開発標準プロセスの構築を

2017年に開始し、アセスメントできる資格保有者を育成することで、車載ソフトウェア対応力の強化を進めており

ます。

*４：APTJ株式会社

国立大学法人名古屋大学発学内ベンチャー企業として2015年設立、自動運転システム向けのSPFの開発や、

セキュリティ対策の強化により、将来的に車載制御システム向けSPFで国際的なトップクラスのソフトウ

ェアを目指している。当社は2017年10月に、３回目の第三者割当増資を引き受けている

*５: Julinar

APTJ株式会社が開発している、AUTOSAR仕様準拠のSPF、及びサービスの総称
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⑦ 再生医療技術

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構（AMED）より「先天性顔面疾患に用いるインプラント型再生軟骨」に

関わる新技術開発委託の採択を受け、産官学連携による研究開発を進めており、2017年５月24日までに、計画して

おりました治験9症例全例の再生軟骨移植が完了し、2020年６月に９症例の術後3年までの有効性に関するデータを

取得完了しました。現在、データ集計及び解析中であり、治験総括報告書作成に向け準備をしています。

また、2018年６月14日に製造販売承認申請し、これまで独立行政法人医薬品医療機器総合機構（PMDA）からの照

会事項に対応しました。2019年１月25日にはGCP適合性調査を受け、指摘事項なしで終了しました。2019年５月28

日にはGCTP適合性調査における指摘を受け、現在、製造業者である富士ソフト・ティッシュエンジニアリング株式

会社を中心に対応しております。

私立大学から委託案件である臨床研究試験の3件については、計画番号が発番され、臨床研究が開始致しまし

た。

　 イ ３例中、２例目まで終了し現在経過観察中、３例目の埋殖手術が終了しました。

　 ロ 14例中、８例目まで評価終了し、２例研究中です。

　 ハ ２例中、１例の同意を取得いたしました。

私立大学からは委託案件である非臨床研究１件を実施しております。

　イ １件目は動物実験開始前の準備中です。

国立大学との共同研究は、新規治療との併用療法を実施しております。

⑧ データ分析技術

データ分析技術活用によるビジネスの拡大を研究目的としております。このため、「統計的データ分析手法”デ

ータサイエンス”に関する調査研究」を行っております。２名を滋賀大学データサイエンス研究科へ社費留学とし

て派遣し、統計処理技術の調査研究を実施しております。それぞれ、時系列データの分析手法および音声データの

分析手法について調査研究を進めており、分析検証を実施いたしました。現在、修士論文投稿に向けてその研究成

果の執筆に着手しております。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は、10,203百万円であります。その主なものは、当社グルー

プでの事業拡大に伴う建設中の汐留ビルに対するものであります。

なお、生産能力及び経営成績に重要な影響を及ぼすような設備の除却、撤去などについてはありません。

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2020年12月31日現在

事業所名

(所在地)

セグメント

の名称

設備の

内容

帳簿価額(百万円)
従業

員数

(名)
建物及び

構築物

工具、器具

備品及び

車両運搬具

土地

(面積㎡)

リース

資産
その他 合計

本社

(神奈川県横浜市)

ＳＩ事業

ファシリティ事業

一般管理

設備

生産設備

6,355 302
3,513

(2,828.77)
－ 963 11,135

1,811

(21)

秋葉原オフィス

(東京都千代田区)

(注３)

ＳＩ事業

ファシリティ事業

一般管理

設備

生産設備

12,031 312
18,122

(4,993.49)
－ 128 30,594

655

(8)

錦糸町オフィス他

(東京都墨田区)

(注２) (注３)

ＳＩ事業

ファシリティ事業

その他

一般管理

設備

生産設備

3,541 233
1,665

(2,665.52)
－ 1 5,441

358

(4)

名古屋オフィス他

(愛知県名古屋市)
ＳＩ事業

一般管理

設備

生産設備

704 36
5,483

(1,689.21)
－ 86 6,310

661

(2)

両国オフィス他

(東京都墨田区他)

(注２) (注３)

ＳＩ事業

ファシリティ事業

一般管理

設備

生産設備

3,623 384
22,459

(37,256.56)
－ 5,424 31,892

4,678

(36)

社宅・保養所

(千葉県我孫子市他)

(注２) (注３)

ＳＩ事業
福利厚生

設備
202 1

654

(7,345.58)
－ － 858 －

(2) 国内子会社

2020年12月31日現在

会社名
事業所名

(所在地)

セグメント

の名称

設備の

内容

帳簿価額(百万円)
従業

員数

(名)
建物及び

構築物

工具、器具

備品及び

車両運搬具

土地

（面積㎡）

リース

資産
その他 合計

サイバネット

システム㈱

(注２) (注３)

本社他

(東京都千代

田区他)

ＳＩ事業

一般管理

設備

生産設備

65 321 － － 718 1,105
721

(99)

㈱ヴィンクス

本社他

(大阪府大阪

市北区他)

ＳＩ事業

一般管理

設備

生産設備

608 722 － 26 1,895 3,253
1,458

(120)

サイバーコム㈱

(注２) (注３)

本社他

(宮城県仙台

市青葉区他)

ＳＩ事業

フ ァ シ リ

ティ事業

一般管理

設備

生産設備

1,051 81
1,406

(975.11)
－ 39 2,579

1,115

(3)

富士ソフトサービ

スビューロ㈱他

(注２) (注３)

本社他

(東京都墨田

区他)

ＳＩ事業

その他

一般管理

設備

生産設備

423 741
329

(2,825.49)
2 397 1,894

11,022

(2,083)
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(3) 在外子会社

2020年12月31日現在

会社名
事業所名

(所在地)

セグメント

の名称

設備の

内容

帳簿価額(百万円)
従業

員数

(名)
建物及び

構築物

工具、器具

備品及び

車両運搬具

土地

（面積㎡）

リース

資産
その他 合計

富士軟件科技（山

東）有限公司

(注２)

本社

(中国山東省

済南市)

ＳＩ事業

一般管理

設備

生産設備

6 8 － － 3 18
126

(19)

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は、建設仮勘定及び無形固定資産の合計であります。なお、金額には消費税等を

含んでおりません。

２ 建物の全部または一部を賃借しております。

３ 建物の全部または一部を賃貸しております。

４ 現在休止中の主要な設備はありません。

５ 従業員数欄の(内書)は、臨時従業員の当連結会計年度における平均雇用数であります。

６ 臨時従業員数には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

事業所名

(所在地)

セグメント

名称
設備の内容

投資予定額
資金調達

方法
着手年月

完了予定

年月

完成後の

増加能力総 額

（百万円）

既支払額

（百万円）

汐留ビル建設 Ａ棟

(東京都港区東新橋)
ＳＩ事業 建物 11,000 3,729 借入金 2020年２月 2023年５月 ー

汐留ビル建設 Ｂ棟

(東京都港区東新橋)
ＳＩ事業 建物 1,841 640 借入金 2020年１月 2021年９月 ー

(注) 上記の金額に消費税は含まれておりません。

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。
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第４ 【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 130,100,000

計 130,100,000

　
② 【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(2020年12月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2021年３月15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 33,700,000 33,700,000
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数は100株であ

ります。

計 33,700,000 33,700,000 － －
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 2019年３月26日

付与対象者の区分及び人数（名）

　 当社取締役（社外取締役を除く） ６
当社執行役員（当社役員を除く） 14

　 当社子会社役員（当社役員及び
　 当社執行役員を除く） ２

当社子会社執行役員（当社役員及び
　 当社執行役員を除く）１

新株予約権の数 1,800（注）１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)

普通株式 180,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額(円) 4,485（注）２

新株予約権の行使期間
2021年３月29日～
2024年３月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合
の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格 4,485
資本組入額 2,243

新株予約権の行使の条件

１ 本新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」とい
う。）は、本新株予約権の行使期間の開始日から３年を経過する
日までの期間中に、金融商品取引所における当社普通株式の終値
が一度でも行使価額の120％を上回っている場合に限り、本新株
予約権を行使することができる。

２ 新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締
役（社外取締役を除く。）、監査役（社外監査役を除く。）、執
行役員または従業員（当社就業規程第２条に定める社員）のいず
れかの地位にあることを要する。ただし、当社関係会社に転籍し
て取締役会が認めた場合または取締役会が正当な理由があると認
めた場合は、この限りではない。

３ 新株予約権者は、次の事由のいずれかに該当することとなった
場合、その後、本新株予約権を行使することができない。

　 ① 補助開始、保佐開始または後見開始の審判を受けた場合。
　② 破産手続開始決定を受けた場合。
　③ 当社と競業関係にある会社（当社の関係会社を除く。）の

　 役員、使用人またはコンサルタントに就いた場合。但し、
　 当社の取締役会において、事前に承認された場合はこの限
　 りでない。
　④ 法令または当社の社内規程等に違反するなどして、当社に

　 対する背信行為があったと認められる場合。
　⑤ 当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する新

　 株予約権割当契約に違反した場合。
４ 本新株予約権の行使についてのその他の条件は、当社と新株予
約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによ
る。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を
要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関
する事項

（注）３

※ 当事業年度の末日（2020年12月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2021年

　 ２月28日）現在において、これらの事項に変更はありません。

（注）１ 本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株

　 とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。

　 以下同じ。）または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整

　 は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行

　 われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（または併合）の比率

　２ 本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

　 し、調整による１円未満の端数は切り上げる。
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調整後行使価額＝ 調整前行使価額 ×
１

分割(または併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株

式の処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自

己株式の移転の場合を除く。）、 次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上

げる。

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後行使価額＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式

にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、

　「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その

他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額

の調整を行うことができるものとする。

３ 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移

転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日

に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会

社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契

　 約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとす

　 る。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

　 (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　 再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的である株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の

　 うえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」を調整して得られる再編後行使価額に、上記「新株予

　 約権の目的である再編対象会社の株式の数」を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

　 上記「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上

　 記「新株予約権の行使期間」の末日までとする。

　(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

以下の「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。

　 ① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17

　 条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資

本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　 (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

　 譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。

　 (8) その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

　 以下の「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定する。

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計
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画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（

株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別

途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株

予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新

株予約権を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

　

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
　

③ 【その他の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) 【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)

2013年２月12日（注） △1,046,000 33,700,000 － 26,200,289 － 28,438,965

（注）自己株式の消却による減少であります。

(5) 【所有者別状況】
2020年12月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)
単元未満
株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関
金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等 個人

その他
計

個人以外 個人

株主数

(人)
－ 40 34 76 183 9 8,697 9,039 －

所有株式数

(単元)
－ 76,354 30,671 49,772 97,405 9 82,365 336,576 42,400

所有株式数

の割合(％)
－ 22.69 9.11 14.79 28.94 － 24.47 100.00 －

(注) １ 自己名義株式2,405,476株は、「個人その他」に24,054単元、「単元未満株式の状況」に76株含まれており

ます。

２ 証券保管振替機構名義株式290株は、「その他の法人」に２単元、「単元未満株式の状況」に90株含まれて

おります。
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(6) 【大株主の状況】
2020年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式

(自己株式を

除く。)の

総数に対する

所有株式数

の割合(％)

有限会社エヌエフシー 神奈川県藤沢市片瀬目白山２丁目27番 3,028 9.68

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海１丁目８－１２ 2,388 7.63

野澤 宏 神奈川県藤沢市 1,745 5.58

日本マスタートラスト信託銀行株式会

社(信託口)
東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,662 5.31

ＧＯＬＤＭＡＮ ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ．

ＲＥＧ) （常

任代理人 ゴールドマン・サックス証

券株式会社）

２００ ＷＥＳＴ ＳＴＲＥＥＴ ＮＥＷ

ＹＯＲＫ，ＮＹ，ＵＳＡ

（東京都港区六本木６丁目10番１号 六本

木ヒルズ森タワー）

1,650 5.27

ＪＰモルガン証券株式会社
東京都千代田区丸の内２丁目７－3 東京ビ

ルディング
1,397 4.47

ＢＮＹＭ ＳＡ／ＮＶ ＦＯＲ ＢＮＹ

Ｍ ＦＯＲ ＢＮＹＭ ＧＣＭ ＣＬＩＥ

ＮＴ ＡＣＣＴＳ Ｍ ＩＬＭ ＦＥ

（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀

行）

２ ＫＩＮＧ ＥＤＷＡＲＤ ＳＴＲＥＥＴ，

ＬＯＮＤＯＮ ＥＣ１Ａ １ＨＱ ＵＮＩＴＥ

Ｄ ＫＩＮＧＤＯＭ

（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

1,040 3.33

３Ｄ ＯＰＰＯＲＴＵＮＩＴＹ ＭＡ

ＳＴＥＲ ＦＵＮＤ

（常任代理人 香港上海銀行東京支

店 カストディ事業部）

ＰＯ ＢＯＸ ３０９， ＵＧＬＡＮＤ Ｈ

ＯＵＳＥ， ＧＲＡＮＤ ＣＡＹＭＡＮ，

ＫＹ１ １１０４， ＣＡＹＭＡＮ ＩＳＬ

ＡＮＤＳ

（東京都中央区日本橋３丁目１１－１）

1,011 3.23

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 1,001 3.20

野澤 則子 神奈川県横浜市港南区 629 2.01

計 ― 15,554 49.72

(注)１ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、以下のとおりであります。
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,367千株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 1,657千株

２ 上記のほか当社所有の自己株式2,405千株(7.14％)があります。
３ 前事業年度末において主要株主であった日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）（現 株式

会社日本カストディ（信託口））は、当事業年度末では主要株主ではなくなりました。なお、当該主要株主
の異動については、2020年10月27日付で臨時報告書を提出しております。

４ 2020年３月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネ
ジメント株式会社及びその共同保有者である日興アセットマネジメント株式会社が2020年３月13日現在で以
下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確
認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント株式会社

東京都港区芝公園一丁目１番１号 1,003 2.98

日興アセットマネジメント株式
会社

東京都港区赤坂九丁目７番１号 292 0.87
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５ 2020年９月７日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱ＵＦＪ銀行及びその
共同保有者である三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社、三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社が2020年８月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社と
して当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりませ
ん。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行
東京都千代田区丸の内二丁目７番１
号

277 0.82

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目４番５
号

442 1.31

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
東京都千代田区有楽町一丁目12番１
号

70 0.21

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレ
ー証券株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目５番２
号

651 1.93

６ 2020年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社及びその共同保
有者であるノムラ インターナショナルピー エルシー（ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ Ｐ
ＬＣ）、ノムラ セキュリティーズ インターナショナル（ＮＯＭＵＲＡ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＩＮＴ
ＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ，Ｉｎｃ）、野村アセットマネジメント株式会社が2020年10月15日現在で以下の株式
を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができ
ませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目13番１号 400 1.19

ノムラ インターナショナル

ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ

ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

ＰＬＣ）

1 Angel Lane, London EC4R 3AB,
United Kingdom

206 0.61

ノムラ セキュリティーズ イ

ンターナショナル（ＮＯＭＵＲ

Ａ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ Ｉ

ＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ，Ｉ

ｎｃ）

Worldwide Plaza 309 West 49th
Street New York, NY 10019-7316

0 0

野村アセットマネジメント株式

会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号 1,028 3.05

７ 2020年11月20日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、みずほ証券株式会社及びその共同
保有者であるアセットマネジメントOne株式会社が2020年11月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載
されているものの、このうちアセットマネジメントOne㈱については当社として当事業年度末における実質所
有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

みずほ証券株式会社
東京都千代田区大手町１丁目５番１
号

1,038 3.08

アセットマネジメントOne株式会

社
東京都千代田区丸の内一丁目８番２
号

734 2.18
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年12月31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 2,405,400

（相互保有株式）
－ －

普通株式 1,900

完全議決権株式（その他） 普通株式 31,250,300 312,503 －

単元未満株式 普通株式 42,400 － －

発行済株式総数 33,700,000 － －

総株主の議決権 － 312,503 －

（注）１「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権２個）含ま

れております。

２「単元未満株式」欄の普通株式には、株式会社日本ビジネスソフト所有の相互保有株式99株、当社所有の自己

株式76株及び証券保管振替機構名義の株式90株が含まれております。
　

② 【自己株式等】

2020年12月31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）

富士ソフト㈱
神奈川県横浜市中区

桜木町一丁目１番地
2,405,400 － 2,405,400 7.14

（相互保有株式）

　㈱日本ビジネスソフト
長崎県佐世保市三川

内新町27番地１
1,900 － 1,900 0.01

計 － 2,407,300 － 2,407,300 7.14
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 98 522,410

当期間における取得自己株式 － －

（注）当期間における取得自己株式には、2021年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。
　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式
－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社

分割に係る移転を行った取得自己

株式

－ － － －

その他(新株予約権の権利行使) － － － －

保有自己株式数 2,405,476 － 2,405,476 －

（注）当期間における保有自己株式数には、2021年３月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式数は含めておりません。
　

３ 【配当政策】

当社は、継続的かつ総合的な利益の向上を重要な経営目標と位置づけております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、取締

役会であります。

当業界におきましては、市場構造の変化や急速な技術革新の状況下にあり、今後一層の市場競争力確保と収益力向

上を図っていくため、積極的な研究開発及び設備投資の合理化が必要であります。

配当につきましては、安定的・継続的な配当の実現を利益還元の基本方針とし、戦略的な成長投資や急激な経済環

境の変化、不慮の事業リスクへの対応などを総合的に勘案して実施することとしております。

このような方針のもと、当期については2020年９月10日に中間配当として１株当たり28円（うち、創立50周年記念

配当５円）を実施しており、期末配当は１株当たり23円とし、合計で１株当たり51円としております。

また、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めて

おります。

　
(注) 基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

(百万円)

１株当たり配当額

(円)

2020年8月13日 876 28

2021年2月10日 719 23

　

　



― 28 ―

４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは「基本方針」に基づき、「ICTの発展をお客様価値向上へ結びつけるイノベーション企業グルー
プ」を目指して活動してまいります。 下記の施策を推し進めることで、経営の健全性、効率性を確保するととも
に経営の透明性を高めていくことによりコーポレート・ガバナンスの充実を図り、経営環境の変化に迅速に対応
できる組織体制の構築を図っております。

イ 業務執行責任の明確化、事業運営の効率化及びスピードアップ、取締役会をスリム化し意思決定の迅速化・
　経営監督機能強化を図るため、執行役員制度を導入しています。

ロ 会社としての機関設計は監査役会設置会社を採用していますが、任意の機関として指名・報酬・倫理委員会
を設置し、議長は代表取締役 社長執行役員である坂下智保が務めております。また、取締役 会長執行役員で
ある野澤宏と３名の社外取締役（油田信一、小山稔、大石健樹）も委員として参加し、取締役会に付議する重
要事項を事前に審議しています。

ハ 全ての社外役員は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準の要件を満たすとともに、社外の公正な
　立場から監督及び助言を行うことができ、かつ高い見識、出身分野における豊富な知識と経験をあわせ持っ
　ています。

＜基本方針＞
もっと社会に役立つ
　もっとお客様に喜んでいただける
　 もっと地球に優しい企業グループ
　 そして「ゆとりとやりがい」

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
当社は、「社外視点」を重視した透明性の高い経営や、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制の構築を

図るため、次のような体制を採用しております。

当社は監査役会設置会社であり、法令に定められている株主総会、取締役会及び監査役会を設置しています。
取締役会は９名の取締役（野澤宏、坂下智保、渋谷正樹、新井世東、原井基博、森本真里、油田信一（社外取締
役）、小山稔（社外取締役）、大石健樹（社外取締役）（社外取締役３名全員は東京証券取引所の定めに基づく
独立役員として届出））で構成され、議長は代表取締役 社長執行役員である坂下智保が務めております。また、
３名の監査役(木村宏之、石井茂雄、押味由佳子（うち石井茂雄、押味由佳子の２名は社外監査役（押味由佳子は
東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出））も出席し、毎月１回定例に、必要に応じて臨時に開催さ
れており、法令に定められた事項のほか経営に関する重要議案について全て決議しています。
取締役会の定める経営方針に基づく、重要な業務執行に係る事項の審議機関として、取締役・常勤監査役・執

行役員が出席する経営会議（月２回または必要に応じて臨時に開催）を設け、議長は代表取締役 社長執行役員で
ある坂下智保が務めております。また経営会議の審議に資するため、目的別に戦略会議等を設け、十分な協議・
調整等をしています。
監査役会は、３名の監査役(木村宏之、石井茂雄（社外監査役）、押味由佳子（社外監査役）（押味由佳子は東

京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出））で構成され、「監査役会規程」及び「監査役規程」等に基
づき、月１回の頻度で開催しておりますが、必要な場合は都度、臨時監査役会を開催しております。議長は常勤
監査役である木村宏之が務めております。
特定事項について、目的別に内部統制委員会、リスク・コンプライアンス委員会等を設け、それぞれの所管事

項を審議・調整等しています。
なお、当社の経営意思決定、業務執行及び内部統制体制は、次図のとおりであります。
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③企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システム基本方針

I．職務執行の基本方針

　当社は、次の基本理念を掲げ、全ての役員(取締役及び監査役またはこれらに準ずる者)及び従業員(正社員、嘱

託社員、臨時社員、協力会社社員その他当社の業務に従事する全ての者)が、職務を執行するにあたっての基本方

針とする。

＜基本理念＞

　 もっと社会に役立つ

　 もっとお客様に喜んでいただける

　 もっと地球に優しい企業グループ

　 そして「ゆとりとやりがい」

　当社はこの基本理念の下、適正な職務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であ

ると認識し、以下の内部統制システムを構築する。当社は今後とも、内外環境の変化に応じ、一層適切な内部統

制システムを整備すべく努めるものとする。

II．内部統制システム構築に関する基本方針

　当社は当社の業務ならびに当社及び当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する体制のために、会社

法及び会社法施行規則に基づき、以下の基本方針を取締役会において決議し体制の整備に努める。

１．当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ)代表取締役社長は『グループ会社憲章』、『役員心得』及び『社員心得』、『基本規程』を制定し、繰り

返しその精神を取締役、執行役員及び従業員に伝えることにより、法令等遵守をあらゆる企業活動の前提

とすることを徹底する。

ⅱ)代表取締役社長は、『コンプライアンス規程』を定め、リスク・コンプライアンス委員会及びコンプライ

アンス統括部門を設置し、法令等遵守に係る実践計画の策定や各種研修等を通じた法令等遵守啓発活動の

ほか、経営上の重要事項に関する適法性チェックなどを行う。

ⅲ)代表取締役社長は、内部通報部門を設け、法令定款違反その他の不正行為等の早期発見に努める。報告・

通報を受けた内部通報部門はその内容を調査しその結果を代表取締役社長に報告する。代表取締役社長

は、再発防止策を決定し、全社的に実施させる。特に、取締役との関連性が高い重要な問題は直ちに取締

役会、監査役会に付議し、審議を求める。

ⅳ)当社は社外取締役を設置する。社外取締役は、取締役の職務を執行する体制が整備・確保され実践されて

いるかを監視し、対外的透明性を確保する。

ⅴ)代表取締役社長は、内部監査部門を設け、内部監査部門は、各部門の活動が法令・定款・社内規程等に沿

って行われていることを検証する。

ⅵ)内部監査部門は定期的に業務監査実施項目及び実施方法を検証し、監査実施項目に遺漏無きよう確認し、

必要に応じ、監査方法の改定を行う。

ⅶ)監査役及び内部監査部門は、都度連携の上、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題

の有無の調査に努める。

ⅷ)代表取締役社長、監査役会、会計監査人は情報の交換に努め、定期的に取締役会にその結果を報告する。

ⅸ)代表取締役社長は、当社内にグループ会社管理部門を設け、グループ会社管理部門は、子会社における法

令遵守及び業務の適正性を確保するための指導・支援を実施する。

ⅹ)子会社は法令定款違反その他の重要な不正行為等が発見された場合は当社グループ会社管理部門に報告を

行う。

ⅺ)重要な子会社はコンプライアンスに関する規程を定め、自ら法令等遵守の体制を構築し、法令遵守等の状

況について、定期的または必要に応じて、当社グループ会社管理部門に報告を行う。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ⅰ)取締役会は、『文書管理規程』を定め、これにより、各担当取締役は次の各号に定める文書(電磁的記録

を含むものとする。以下、同じ)を関連資料とともに、保存する。

Ⅰ 株主総会議事録

Ⅱ 取締役会議事録

Ⅲ 稟議書

Ⅳ 取締役を最終決裁権者とする契約書

Ⅴ 重要な会議の議事録

Ⅵ その他『文書管理規程』に定める文書
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ⅱ)前項各号に定める文書の保管期間、保管場所等については『文書管理規程』に定めるところによる。各担

当取締役は、取締役または監査役からこれらの文書の閲覧の要請があった場合、すみやかに本社において

閲覧が可能な方法で保管するものとする。

ⅲ)『文書管理規程』を改定する場合には、取締役会の承認を得るものとする。

ⅳ)『情報セキュリティ管理規程』『個人情報管理規程』『特定個人情報取扱規程』を定め、会社の情報資産

ならびに個人情報の保護に関する行動規範を示し、高水準の情報セキュリティを確保する。

ⅴ)『機密保持規程』を定め、個人情報を含む機密情報の取り扱いならびに管理体制を明確にする。

３．子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

ⅰ)グループ会社管理部門は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社から経営上の重要事項について発生の

都度報告を受ける。

ⅱ)グループ会社管理部門は、技術、生産、営業、販売等の諸問題について、必要のある場合は連絡会議を開

催し、当社及び子会社の情報を相互に共有する。

４．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ)当社の企業リスクに対応するためにリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク毎に管理・対応部

門を決定し、適切な処置を講じるものとする。

ⅱ)『リスクマネジメント規程』を定め、当社の事業等のリスク（受託ソフトウェア等の開発・アウトソーシ

ング業務の請負・機密情報の管理・固定資産の減損会計適用に伴うリスク等）、その他の重大な障害・瑕

疵、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、リスク・コンプライアンス委員会で対策を検討し、しか

るべき予防措置を講じるものとする。また、緊急時の対応策を定め、危機発生時にはこれに基づき対応す

る。

ⅲ)全社的な危機が発生した場合は、リスク・コンプライアンス委員会が対策を検討し、適切な対応を行うも

のとする。

ⅳ)各事業グループ全体にまたがるリスクの監視、ならびに管理・監督・指導・牽制を行う本社部門は、法令

定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合は、その内容及びそれが

もたらす損失の程度について直ちに主管部門に通報し、主管部門はコンプライアンス統括部門と連携の

上、対策を検討し、是正措置を講じるものとする。

ⅴ)内部監査部門は、監査により法令及び定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発

見された場合は、その内容及びそれがもたらす損失の程度について直ちに代表取締役社長に報告し、代表

取締役社長は是正措置を講じるものとする。

ⅵ)内部監査部門は『内部監査規程』に基づき関連する個別規程(『経理規程』等）、基準、要領などの整備

を各部門に求めるとともに報告するよう指導する。

ⅶ)グループ会社管理部門は、子会社における損失の危険を管理する体制を構築するための指導・支援を実施

する。

ⅷ)子会社は著しい損失の危険のある業務執行行為が発見された場合はグループ会社管理部門に報告を行う。

ⅸ)重要な子会社は、リスク管理の基本方針を定め、自らリスク管理を行う。重要な子会社は、リスク管理の

状況について、定期的または必要に応じて、当社のグループ会社管理部門に報告をする。

ⅹ)内部監査部門は、重要な子会社に対して、リスク管理の状況についての内部監査を実施する。

５．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ)経営計画に基づき年度事業計画を策定し、目標達成のため活動する。また、経営目標が当初の予定通りに

進捗しているか業務報告を通じ定期的に確認を行う。

ⅱ)業務執行については、『取締役会規程』により定められている事項及びその付議基準に該当する事項全て

を取締役会に付議することを遵守し、その際には経営判断の原則に基づき事前に議題に関する十分な資料

が全取締役に配布される体制をとるものとする。

ⅲ)業務執行責任の明確化、事業運営の効率化及びスピードアップのために執行役員を配置し、取締役から業

務執行に係る大幅な権限委譲を行うことにより、取締役会をスリム化して意思決定の迅速化、経営監督機

能強化を図る。

ⅳ)日常の職務執行に際しては、『組織規程』『業務分掌規程』『職務権限規程』に基づき権限の委譲が行わ

れ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。

ⅴ)グループ中期経営計画を策定し事業年度ごとに計画達成のための当社方針及びグループ各社に係る方針を

定め、当社及びグループ各社の事業計画に基づく連結事業計画を作成する。

ⅵ)当社及びグループ各社の資金調達の効率化のためにグループファイナンス制度を導入する。

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ)当社のグループ会社に共通の『グループ会社憲章』を定め、グループ会社の取締役、執行役員及び従業員

が一体となった遵法意識の醸成を図る。

ⅱ)当社取締役、監査役、執行役員及び従業員が必要に応じてグループ会社の取締役及び監査役を兼任すると

ともに、グループ会社管理部門は、『関係会社管理規程』に基づきグループ会社の業務を所管する部門と
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連携し、グループ会社における法令遵守及び業務の適正性を確保するための指導・支援を実施する。

ⅲ)内部監査部門は、グループ会社各社に対する内部監査を実施する。

ⅳ)グループ会社及びその取締役、執行役員及び従業員が当社グループ会社における重大な法令違反及び業務

の適正性を欠く事実を発見した場合は、直ちにグループ会社管理部門担当役員に報告する。

ⅴ)内部通報部門に、グループ会社各社の取締役、執行役員及び従業員が、当社及び当社のグループ会社のコ

ンプライアンスについて、直接通報できる窓口を設ける。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

　監査役は必要に応じて監査役の職務を補助すべき使用人を任命し、監査業務に必要な事項を命令するこ

とができ、その結果は監査役会に報告することとする。

８．前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

ⅰ)監査役会は前号の使用人の人事異動について、事前に内部監査部門担当役員から報告を受けるとともに、

必要に応じ、理由を付して当該人事異動につき変更を内部監査部門担当役員に申し入れることができるも

のとする。また、前号の使用人を懲戒に処する場合には、内部監査部門担当役員はあらかじめ監査役会の

承諾を得るものとする。

ⅱ)前号の使用人は、他部門の使用人を兼務しないものとし、もっぱら監査役の指揮命令に従うものとする。

９．当社の取締役及び使用人、ならびに当社子会社の取締役、監査役及び使用人が当社監査役会に報告をする

ための体制その他の監査役会への報告に関する体制

ⅰ)当社の取締役、執行役員及び従業員ならびに子会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員は、当社監査

役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うものとする。

ⅱ)グループ会社管理部門及びグループ会社管理部門担当役員は、コンプライアンスに関わる重要事項、損失

の危険のある業務執行行為、ならびに重大な法令違反及び業務の適正性を欠く事実につき子会社から報告

を受けた場合は、監査役に報告を行うものとする。

10．監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための

体制

ⅰ)当社監査役へ報告を行った当社執行役員及び従業員が、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱

いを受けないこととする。

ⅱ)当社監査役へ報告を行った子会社の監査役、執行役員及び従業員が、当該報告を行ったことを理由として

不利な取り扱いを受けることを禁止することとし、その旨を、子会社に指導するとともに、子会社の監査

役、執行役員及び従業員に周知徹底する。

11．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる

費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

　当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払または償還

の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められ

た場合を除き、速やかに当該費用または債務を負担するものとする。

12．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　当社は、監査役の半数以上を社外監査役とし、対外透明性を担保する。監査役は必要に応じて各業務を

執行する取締役、執行役員及び各従業員からの個別のヒアリングの機会を設け、代表取締役社長、会計監

査人との間でそれぞれ意見交換会を行う。

13．財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制

　当社は会社法及び金融商品取引法に定める財務報告の適正性と信頼性を確保するために『内部統制規

程』を制定、必要な体制を整備し、その有効性を定期的に評価して内部統制報告書を取締役会に報告す

る。

14．反社会的勢力に対する体制と整備

　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体及び個人には断固たる態度を取り、

このような勢力、団体及び個人とは一切の関係を持たないことを基本方針とする。また、その旨を『役員

心得』『社員心得』に明文化し、また社内研修活動を通じて全社員への周知徹底を図る。

15．業務の適正を確保するために必要な体制の整備運用状況の概要

ⅰ)取締役の職務執行の法令及び定款との適合を確保するため、取締役会を定期的に開催する他、四半期に

１回、業務執行取締役は「法令及び定款に従って職務執行したことの報告書」を取締役会に提出する等、

取締役の相互監視機能を強化するための取組みを行っています。

ⅱ)『リスクマネジメント規程』に基づき、当社の企業リスクに対応するために、リスク・コンプライアンス

委員会を定期的に開催しました。また、当社ビジネスモデルの多様化及び当社を取り巻く環境の変化等を

見据え、「リスク分類の見直し」及び「追加対策の検討」を行っています。

ⅲ)金融商品取引法に定める財務報告の適正性と信頼性を確保するために「内部統制実施計画書」を策定し、

四半期毎に開催する内部統制委員会にて、財務報告に係る内部統制の実施状況を確認しております。

ⅳ)監査役監査の実効性を確保するため、常勤監査役が社内の重要な会議に出席し、稟議書等の重要書類を確
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認するほか、監査役会は取締役や執行役員から聴取を行い業務の執行状況を直接的に確認しています。ま

た、監査役は代表取締役、外部会計監査人、内部監査部門との会合の場を定期的に持ち、情報交換、意思

疎通を図りました。

　

ロ 責任限定契約の内容の概要

１ 社外取締役の責任限定契約

　当社は社外取締役との間で、会社法第427条第１項の規定及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円または法令

の定める最低責任限度額のいずれか高い金額とする責任限定契約を締結しております。

　

２ 監査役の責任限定契約

　当社は監査役との間で、会社法第427条第１項の規定及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令の定める最低責任限度額

とする責任限定契約を締結しております。

④ 取締役に関する事項

　イ．取締役の定数

当社の取締役は30名以内とする旨を定款に定めております。

　ロ．取締役の選任の決議要件

当社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が

出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑤ 株主総会決議に関する事項

イ．剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除

き、取締役会の決議により定めております。これは、資本政策、配当政策を機動的に実施することを目的とするも

のです。

ロ．株主総会の特別決議事項

当社は、会社法第309条第２項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以

上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会

における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものでありま

す。
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(2)【役員の状況】

①役員一覧

　男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

会長執行役員
野澤 宏 1942年５月17日生

1970年５月 ㈱富士ソフトウエア研究所
(現 富士ソフト㈱)取締役

1973年５月 当社代表取締役社長

2001年４月 当社代表取締役会長

2004年６月 当社代表取締役会長兼社長

2008年６月 当社代表取締役会長

2009年９月 当社取締役辞任

2009年10月 当社会長

2011年10月 当社会長執行役員

2012年６月 当社代表取締役会長執行役員

2020年３月 当社取締役会長執行役員（現任）

(注)３ 1,745,330

代表取締役

社長執行役員
坂下 智保 1961年７月22日生

1985年４月 野村コンピュータシステム㈱
(現 ㈱野村総合研究所)入社

2003年４月 同社ナレッジシステム事業二部長

2004年４月 当社入社アウトソーシング
事業本部本部長補佐

2005年５月 当社IT事業本部副本部長

2005年６月 当社取締役

2007年６月 当社常務取締役

2009年６月 当社取締役退任

2009年６月 当社常務執行役員

2010年６月 当社常務取締役

2011年９月 当社代表取締役専務

2011年10月 当社代表取締役社長

2012年６月 当社代表取締役社長執行役員（現任）

(注)３ 10,500

取締役

専務執行役員

経営補佐

営業・管理 管掌

渋谷 正樹 1969年10月８日生

1991年４月 当社入社

2006年10月 当社システム事業本部副本部長

2008年10月 当社技術本部副本部長

2010年４月 当社執行役員

2013年４月 当社常務執行役員

2017年３月 当社取締役常務執行役員

2018年４月 当社取締役専務執行役員（現任）

(注)３ 1,600

取締役

専務執行役員

経営補佐

技術・生産 管掌

新井 世東 1967年１月９日生

2002年10月 当社入社

2007年10月 当社IT事業本部産業システム事業部
副事業部長

2009年４月 当社IT事業本部法人システム事業部長

2012年10月 当社ソリューション事業本部
副本部長、技術支援部長

2013年４月 当社執行役員
ソリューション事業本部副本部長
、技術支援部長

2015年４月 富士軟件科技(山東)有限公司董事
（現任）

2015年10月 当社執行役員
ソリューション事業本部長

2016年４月 当社常務執行役員
ソリューション事業本部長

2018年３月 当社取締役常務執行役員

2019年４月 当社取締役専務執行役員（現任）

(注)３ 600
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役

常務執行役員

再生医療研究部 担当

原井 基博 1962年１月26日生

2004年３月 当社入社

2007年10月 当社ソリューション事業本部
再生医療研究部長

2012年４月 当社執行役員 プロダクト・サービス
事業本部ヘルスケア部長
兼再生医療研究部長

2013年４月 当社執行役員 プロダクト・サービス
事業本部副本部長兼再生医療研究部長

2016年３月 富士ソフト・ティッシュエンジニアリ
ング㈱代表取締役社長（現任）

2016年４月 当社常務執行役員再生医療研究部長

2016年５月 千葉大学 客員教授（現任）

2017年10月 当社常務執行役員

2017年11月 高知大学 医学部 客員教授（現任）

2018年３月 当社取締役常務執行役員（現任）

(注)３ 1,700

取締役

執行役員

営業本部長
森本 真里 1974年１月１日生

1996年４月 当社入社

2012年４月 当社ソリューション事業本部
ＭＳ部長

2013年10月 当社ＭＳ事業部長

2017年４月 当社営業本部副本部長

2018年４月 当社執行役員営業本部副本部長

2019年６月 エース証券㈱社外取締役（現任）

2021年３月 当社取締役執行役員（現任）

(注)３ 100

取締役 油田 信一 1948年３月28日生

1973年４月 東京農工大学工学部電気工学科助手

1978年４月 筑波大学電子・情報工学系講師

1992年８月 同大学電子・情報工学系教授

1999年４月 同大学機能工学系教授

2000年４月 同大学工学システム学類長

2002年４月 同大学機能工学系長

2004年４月 同大学理事・副学長・システム情報
工学研究科教授

2006年４月 同大学
産学リエゾン共同研究センター長

2011年10月 同大学システム情報系教授

2012年４月 同大学名誉教授
芝浦工業大学工学部特任教授

2012年６月 独立行政法人土木研究所
（現 国立研究開発法人土木研究所）
招聘研究員（現任）

2014年３月 当社社外取締役（現任）

2014年11月 次世代無人化施工技術研究組合理事長
（現任）

2015年４月 芝浦工業大学SIT総合研究所特任教授

2015年６月 公益財団法人ニューテクノロジー
振興財団会長（現任）

2018年４月 芝浦工業大学SIT総合研究所客員教授
（現任）

(注)３ 800

取締役 小山 稔 1954年９月12日生

1977年４月 アマノ㈱入社

1991年４月 同社横浜事業所長

1996年４月 Amano Cincinnati,Inc.(USA)副社長

1999年４月 アマノ㈱横浜資材本部長

2001年６月 同社取締役

2004年４月 同社取締役総務本部長

2008年４月 同社取締役常務執行役員

2009年４月 同社取締役常務執行役員総務本部長兼
横浜・津久井事業所・上海生産部総括

2011年４月 同社取締役常務執行役員
グローバル生産総括兼事業所総括

2014年４月 同社取締役常務執行役員
グローバル製造総括
兼タイム系製造総括

2016年６月 同社常勤顧問

2019年３月 当社社外取締役（現任）

(注)３ 600
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 大石 健樹 1955年11月30日生

1979年４月 カシオ計算機㈱入社

2002年６月 同社執行役員通信事業部副事業部長

2004年４月 ㈱カシオ日立モバイルコミュニケーシ
ョンズ代表取締役社長

2010年６月 NECカシオモバイルコミュニケーショ
ンズ㈱取締役執行役員専務

2015年６月 サイバーコム㈱社外取締役
㈱ヴィンクス社外取締役

2019年３月 当社社外取締役（現任）

(注)３ －

常勤監査役 木村 宏之 1960年８月23日生

1986年３月 日本メモレックス株式会社入社

1996年１月 当社入社

2008年４月 当社ソリューション事業本部長

2009年10月 当社ソリューション事業グループ
ソリューションユニット長

2010年４月 当社執行役員
ソリューション事業グループ長

2012年４月 当社執行役員
プロダクト・サービス事業本部副部長

2014年１月 当社執行役員ファシリティ事業部長

2018年４月 当社常務執行役員
ファシリティ事業部長

2020年４月 当社常務執行役員ファシリティ事業担
当

2021年３月 当社常勤監査役（現任）

(注)５ 2,400

監査役 石井 茂雄 1949年10月21日生

1977年２月 監査法人西方会計士事務所（現 有限
責任監査法人トーマツ）入所

1980年８月 公認会計士登録

1988年３月 石井公認会計士事務所開設 所長
（現任）

1994年６月 コナミ㈱監査役

2007年３月 昭和情報機器㈱（現 キヤノンプロダ
クションプリンティングシステムズ
㈱）監査役

2011年６月 当社社外監査役（現任）

(注)４ －

監査役 押味 由佳子 1976年８月11日生

2002年10月 長島・大野・常松法律事務所入所

2011年４月 ㈱リコー出向

2014年９月 柴田・鈴木・中田法律事務所入所
パートナー弁護士（現任）

2015年６月 ㈱JPホールディングス社外監査役

2015年12月 オリックス・アセットマネジメント㈱
リスク・コンプライアンス委員会
外部委員（現任）

2019年３月 当社社外監査役（現任）

2019年６月 ㈱クレハ社外監査役（現任）

(注)４ －

計 1,763,630
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(注) １ 取締役 油田信一、小山稔、大石健樹は、社外取締役であります。

２ 監査役 石井茂雄、押味由佳子は、社外監査役であります。

３ 取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時

までであります。

４ 監査役 石井茂雄、押味由佳子の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係

る定時株主総会終結の時までであります。

５ 監査役 木村宏之の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総

会終結の時までであります。

６ 所有株式数は、2020年12月31日現在の株主名簿に基づいて記載しております。

７ 当社は、執行役員制度を導入しております。取締役のうち、野澤宏、坂下智保、渋谷正樹、新井世東、原井

基博、森本真里は執行役員を兼務いたします。

取締役を兼務しない執行役員につきましては、次のとおりであります。

役職名 氏名 担当及び兼務

常務執行役員 岡嶋 秀実 技術管理・セキュリティ担当

常務執行役員 三木 誠一郎 Automotive事業 担当

常務執行役員 孫 任宏 国際事業 担当

常務執行役員 本田 英二 プロダクト事業本部長

常務執行役員 筒井 正 管理部門・ファシリティ事業 担当

執行役員 大迫 館行 ソリューション事業本部長

執行役員 三田 修 金融事業本部長

執行役員 森重 俊洋 エリア事業本部長

執行役員 青木 丈二 システム事業本部長

執行役員 八木 聡之 イノベーション統括部長

執行役員 宮元 大志 ソリューション事業本部 副本部長

執行役員 溝畠 健一 DCサービス事業部長

執行役員 庄子 輝康 金融事業本部 副本部長

執行役員 梅津 雅史 財務・広報 担当

執行役員 古屋 博隆 システム事業本部 副本部長

執行役員 山本 祥正 ソリューション事業本部 インフラ事業部長
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② 社外役員の状況

当社では、コーポレートガバナンスにおける外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能の重要性に鑑み、社外

取締役３名、社外監査役は２名を選任しております。

当社は社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性判断基準として、東京証券取引所が定める独立役

員の判断基準に加えて、社外の公正な立場から監督及び助言を行うことができ、かつ高い見識、出身分野における

豊富な知識と経験を持つ人物を指名することとしており、このような人物を指名することで、取締役の業務執行に

対する監督機能の強化を図っています。

社外取締役油田信一氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、当業界出身ではない

客観的な視点を持ち、かつ最先端技術の推進活動を通した情報工学の分野における高度な学術知識を有し、これら

の視点・知識を活かして当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。

社外取締役小山稔氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、経営者としての豊富

な経験と幅広い見識を有し、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。

社外取締役大石健樹氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、当業界における豊

富なビジネス経験とICTに関する幅広い見識を活かして、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいており

ます。

なお、社外取締役３名は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外監査役石井茂雄氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、公認会計士として

財務・会計の専門知識を有し、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。

社外監査役押味由佳子氏は、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準を満たしている他、弁護士として専

門知識と幅広い経験を有しており、当社の事業運営への適切な監督・助言をいただいております。なお、同氏は、

株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、原則として月１回開催される「監査役会と社外取締役の情報連携の場」会議にお

いて、取締役会に付議されない重要な事項について情報共有を図るとともに、取締役等との面談を通じて当社の経

営、業務執行の状況等を把握し、独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって、監督・監査の機能の向上

に努めております。

また、社外監査役は、常勤監査役による稟議書等の重要な決裁書類の閲覧や財産状況の調査等の結果報告を通

じ、取締役の職務執行に対する監査・監督を行っている他、業務監査の結果等を監査役会に報告させる等により、

内部監査部門との情報共有や連携を図っております。さらに、会計監査人からは四半期ごとに監査結果報告を受

け、情報共有や連携を図りながら監査業務にあたっております。
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(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、常勤監査役1名を含む監査役３名（うち２名社外監査役）で構成されております。

監査役監査については、監査役は取締役会や各会議体へ参加の上、取締役の職務執行状況を監視し、必要に応じ

て意見を述べ、取締役の職務執行の適法性監査や計算書類等に関する会計監査を行っており、監査結果については

監査役会に報告しております。また、当社監査役会は、子会社の常勤監査役との監査状況の情報連携の場として、

毎年２回「グループ会社監査役報告会」を開催し、意見交換を行うなど、グループ全体の監査役監査の相互連携を

図っております。

なお、社外監査役石井茂雄氏は公認会計士、社外監査役押味由佳子氏は弁護士であり、それぞれ企業財務や内部

統制等に関する豊富な経験と知識を有しており、監査法人と相互に連携を図り、専門的な立場から中立で客観的な

監査業務を行っております。

当事業年度において、監査役会を「監査役会規程」及び「監査役規程」等に基づき、月１回の頻度で開催してお

り、必要な場合は都度、臨時監査役会を開催しております。個々の監査役の出席状況については、以下のとおりで

あります。

役職 氏名 開催回数 出席回数

常勤監査役 山口 昌孝 17回 17回（100％）

社外監査役 石井 茂雄 17回 17回（100％）

社外監査役 押味 由佳子 17回 16回（ 94％）

（注）１ 常勤監査役山口昌孝氏は、2021年3月12日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって辞任いた

　 しました。

２ 常勤監査役木村宏之氏は、2021年3月12日開催の第51回定時株主総会で選任された新任監査役で

　 あるため、当事業年度における出席状況は記載しておりません。

(監査役会における主な検討事項)

監査方針・監査計画及び業務分担、会計監査人の評価、会計監査人の監査報酬に関する同意、法令遵守等が

あります。

(常勤監査役による監査活動)

　取締役等の重要会議への出席、監査計画に基づき実施した監査の状況の監査役会への報告、代表取締役を含

む経営幹部との定期的な意見交換、内部統制監査室及び会計監査人との情報交換等を行っております。

また、会計監査人による当社の各事業所及び子会社の往査に立ち会い、結果の妥当性の確認及び情報交換を

実施しております。

② 内部監査の状況

当社における内部監査は、法務・監査部に内部統制監査室を設置し、専門の人員11名により実施しております。

「内部監査規程」及び年間の内部監査計画に基づき、年度ごとに監査の対象部門を抽出し、法令及び社内規程に則

った適正な業務活動及びその効率性等について監査を行っており、当事業年度は、プロフィット部門23部所・本社

部門６部所の業務監査等を実施し、業務の適正性の確保に努めてまいりました。その監査結果につきましては、経

営会議を通じて代表取締役社長に報告されるとともに、被監査部所に通知され、後日フォローアップ監査により改

善状況の確認が行われております。

また、内部統制監査室は、会計監査人とともに、「内部統制規程」及び年間の内部統制実施計画に基づき、当社

及びグループ各社を対象として、内部統制監査を行っております。

　当事業年度は、金融庁の定める「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準」に従い、当社及び連結子会社

15社の計16社を対象として、全社・決算・業務・ITの各統制分野計1,419項目を評価し、重大な不備がなかったこ

とを確認しております。これらの内部監査の監査結果は監査役会に、また必要に応じて会計監査人に報告し、それ

ぞれの監査機能の向上のための連携を図っております。
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③ 会計監査の状況

a．監査法人の名称

　 太陽有限責任監査法人

b．継続監査期間

　 2008年３月期以降

c．業務を執行した公認会計士

　 柴谷 哲朗（太陽有限責任監査法人）（監査年数５年）

　 古市 岳久（太陽有限責任監査法人）（監査年数５年）

d．監査業務に係る補助者の構成

　 当社の会計監査業務に関わる補助者は公認会計士７名及びその他14名であります。

e．監査法人の選定方針と理由

監査役会は、監査法人の選定に当たり、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に

関する監査役等の実務指針」を参考として、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬の適切性等を勘案した

上で、総合的に判断しております。また、監査役会は、会計監査人の独立性及び審査体制その他の職務の実施

に関する体制を特に考慮し、解任または不再任の決定を行う方針であります。

f．監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、監査法人の独立性、専門性、経営者・監査役・内部監査部門とのコミュニケーション、より会

計監査の質を高めていくことを継続して求め、会計監査の方法・結果の相当性、監査報酬の妥当性等を勘案し

評価を行なっております。上記の評価結果により、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定しておりま

す。

④ 監査報酬の内容等

a．監査公認会計士等に対する報酬

区 分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく

報酬（百万円）

非監査業務に基づく

報酬（百万円）

監査証明業務に基づく

報酬（百万円）

非監査業務に基づく

報酬（百万円）

提出会社 41 － 41 －

連結子会社 81 － 85 2

合計 122 － 126 2

当事業年度の連結子会社における非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用対応に係る助言業務等

であります。

b．監査公認会計士等と同一のネットワーク（Grant Thornton）に対する報酬（a.を除く）

区 分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づく

報酬（百万円）

非監査業務に基づく

報酬（百万円）

監査証明業務に基づく

報酬（百万円）

非監査業務に基づく

報酬（百万円）

提出会社 － 2 － －

連結子会社 3 1 6 1

合計 3 3 6 1

前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、国際取引の会計・税務に関する

顧問業務であります。

c．その他重要な報酬の内容

前連結会計年度及び当連結会計年度におきまして、該当事項はありません。

d．監査報酬の決定方針

該当事項はありませんが、監査日数、規模及び業務の特性等の事項を勘案の上、決定しております。

　



― 41 ―

e．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切で

あるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、同意をしており

ます。

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

取締役（非常勤取締役を含む）の報酬等は、基本報酬と賞与により構成しており、その総額を株主総会にお

いて定めております。基本報酬については、役職別ならびに取締役の等級・号別に定める額を基に、株主総会

で決議された総額の範囲内において、諮問機関である経営委員会で審議を実施し、取締役会決議により決定し

ております。賞与については、業績等を勘案の上、従業員と同様の支給月数の基準を決定し、個人評価も加味

した上で総合的に支給額を決定しております。なお、取締役退任時には、株主総会の決議を経て、別に定める

役員退職慰労金規程に基づき決定した額を支給いたします。なお、売上高達成率や営業利益率等の具体的な指

標の達成度と連動した報酬制度は採用しておりませんが、株価を数値目標としたストックオプションを業績連

動型の非金銭報酬付与として付与し、付与数は役位に応じて決定できるものとして、2019年３月26日開催の第

49回定時株主総会で承認された株式数を上限に発行しております。

当事業年度における取締役の報酬等の決定に関しまして、基本報酬および賞与については、諮問機関である

経営委員会での審議結果を勘案し、取締役会決議により決定しております。

監査役（非常勤監査役を含む）の報酬等は、基本報酬と賞与により構成しており、その総額を株主総会にお

いて定めております。基本報酬については、監査役の等級・号別に定める額を基に、株主総会で決議された総

額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。賞与については、基本報酬を基に、一定の算定

式により決定しております。なお、監査役退任時には、株主総会の決議を経て、別に定める役員退職慰労金規

程に基づき決定した額を支給いたします。

　また、取締役および監査役の報酬限度額については、2007年６月25日開催の株主総会の決議により、取締役

700百万円、監査役70百万円としております。

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の額（百万円） 対象となる

役員の員数

（名）基本報酬
ストック

オプション
賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く）
280 152 39 73 12 6

監査役

（社外監査役を除く）
14 9 － 3 0 1

社外役員 32 22 － 9 － 5

（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

２．2020年３月12日付で退任した取締役１名、監査役１名が含まれております。

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

　 連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、取引

先との関係の維持・強化など事業戦略上の目的から保有する株式を政策保有目的と区分し、それ以外の資産運用

を目的として保有する株式を純投資目的と区分しております。

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当社の成長に必要かどうか、取得目的

の達成状況や取得時以降の採算性の変化を定期的に確認し、また、減損等リスク管理の面において継続保有の

合理性について検証しモニタリングしております。その結果を定期的に取締役会に報告しております。保有の

適否については、保有に伴うリスクが有益性に見合っているか等を具体的に精査して、取引関係の維持・強化

等の目的で、必要最小限の株式を保有します。保有意義が乏しいと判断される銘柄は市場への影響やその他考

慮すべき事情にも配慮しつつ売却を検討することを基本的な方針としています。

ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 4 6,321

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 1 4,499 取引先との関係強化のため

　 （注）銘柄数に株式分割により増加した銘柄は含めておりません。

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(百万円)

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －
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ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱オカムラ
917,000 917,000 継続的な営業関係強化を保有目的としております。定

量的な保有効果の記載は困難ですが、保有の合理性に

ついては、② a．にて記載により検証しております。

有
846 1,021

ＥＩＺＯ㈱
161,000 161,000 継続的な営業関係強化を保有目的としております。定

量的な保有効果の記載は困難ですが、保有の合理性に

ついては、② a．にて記載により検証しております。

有
586 627

新日本空調㈱
173,800 173,800 継続的な営業関係強化を保有目的としております。定

量的な保有効果の記載は困難ですが、保有の合理性に

ついては、② a．にて記載により検証しております。

有
390 376

東京センチュリ
ー㈱

550,000 － 継続的な営業関係強化を保有目的としております。定

量的な保有効果の記載は困難ですが、保有の合理性に

ついては、② a．にて記載により検証しております。

増加理由については、取引先との関係強化のためであ

ります。

有
4,499 －

みなし保有株式

　 該当事項はありません。

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度 前事業年度

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額

(百万円)

銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計
上額の合計額
(百万円)

非上場株式 8 190 8 886

非上場株式以外の株式 6 5,584 8 7,476

区分

当事業年度

受取配当金の
合計額(百万円)

売却損益の
合計額(百万円)

評価損益の
合計額(百万円)

非上場株式 4 － △696

非上場株式以外の株式 103 732 3,182

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

　 該当事項はありません。

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

　 該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1976年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（1963年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

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、連結会計年度(2020年１月１日から2020年12月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2020年１月１日から2020年12月31日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法

人の監査を受けております。

３ 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容、変更等について適正に判断し対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しておりま

す。また、同機構の行う研修等に参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,278 38,330

受取手形及び売掛金 ※３ 49,570 ※３ 52,750

有価証券 7,000 6,000

商品 2,190 2,067

仕掛品 ※４ 3,680 ※４ 3,419

原材料及び貯蔵品 59 39

その他 3,311 2,863

貸倒引当金 △82 △106

流動資産合計 88,009 105,363

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 58,356 58,537

減価償却累計額 △28,623 △29,839

建物及び構築物（純額） 29,732 28,697

土地 ※２ 53,135 ※２ 53,155

建設仮勘定 221 4,908

その他 13,479 13,922

減価償却累計額 △10,234 △10,756

その他（純額） 3,244 3,166

有形固定資産合計 86,334 89,928

無形固定資産

のれん 275 444

ソフトウエア 3,704 4,205

その他 63 55

無形固定資産合計 4,043 4,705

投資その他の資産

投資有価証券 ※１ 17,445 ※１ 19,185

退職給付に係る資産 4,837 5,275

繰延税金資産 3,085 2,903

その他 4,037 7,321

貸倒引当金 △174 △146

投資その他の資産合計 29,231 34,539

固定資産合計 119,609 129,173

資産合計 207,618 234,537
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 13,361 12,519

短期借入金 3,193 20,725

コマーシャル・ペーパー 3,000 －

1年内返済予定の長期借入金 965 3,431

未払費用 4,562 4,638

未払法人税等 3,534 3,155

賞与引当金 5,913 6,162

役員賞与引当金 261 271

工事損失引当金 ※４ 194 ※４ 225

事業構造改善引当金 － 12

事業撤退損失引当金 － 93

助成金返還引当金 － 439

その他 13,118 17,076

流動負債合計 48,106 68,751

固定負債

長期借入金 22,618 20,515

繰延税金負債 1,592 1,516

役員退職慰労引当金 482 513

退職給付に係る負債 5,780 5,901

その他 2,217 2,176

固定負債合計 32,691 30,623

負債合計 80,797 99,374

純資産の部

株主資本

資本金 26,200 26,200

資本剰余金 28,807 28,808

利益剰余金 68,040 74,868

自己株式 △4,867 △4,868

株主資本合計 118,180 125,008

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,939 3,994

繰延ヘッジ損益 0 △0

土地再評価差額金 ※２ △8,047 ※２ △8,047

為替換算調整勘定 △17 △53

退職給付に係る調整累計額 △1,796 △1,918

その他の包括利益累計額合計 △5,922 △6,025

新株予約権 234 566

非支配株主持分 14,327 15,613

純資産合計 126,820 135,163

負債純資産合計 207,618 234,537
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 231,074 240,953

売上原価 ※１，※２ 178,337 ※１，※２ 186,105

売上総利益 52,736 54,847

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 494 237

役員報酬 817 901

従業員給料 17,157 17,270

賞与引当金繰入額 1,362 1,487

退職給付費用 789 867

法定福利費 2,906 2,986

役員退職慰労引当金繰入額 77 79

役員賞与引当金繰入額 261 271

福利厚生費 863 1,035

採用研修費 1,387 1,129

旅費及び交通費 1,068 421

事務用品費 1,337 1,207

支払手数料 728 793

地代家賃 1,240 1,212

租税公課 1,723 1,789

貸倒引当金繰入額 86 3

減価償却費 625 602

調査研究費 824 634

事務委託費 2,795 2,891

のれん償却額 45 59

その他 2,873 2,993

販売費及び一般管理費合計 ※２ 39,470 ※２ 38,875

営業利益 13,266 15,972

営業外収益

受取利息 83 58

受取配当金 229 241

持分法による投資利益 236 292

助成金収入 133 28

その他 220 185

営業外収益合計 904 806

営業外費用

支払利息 79 65

為替差損 43 104

補償損失 － 30

固定資産除却損 206 61

システム障害対応費用 25 54

助成金返還損 － 79

その他 64 40

営業外費用合計 420 436

経常利益 13,749 16,343
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

特別利益

投資有価証券売却益 573 732

新株予約権戻入益 86 －

移転補償金 － 224

その他 － 31

特別利益合計 660 988

特別損失

減損損失 ※３ 165 ※３ 81

投資有価証券評価損 53 696

事業撤退損 － 209

事務所移転費用 ※４ 116 ※４ 101

貸倒引当金繰入額 59 －

感染症対策費 － 193

助成金返還引当金繰入額 － 376

その他 － 24

特別損失合計 395 1,683

税金等調整前当期純利益 14,014 15,647

法人税、住民税及び事業税 4,400 5,099

法人税等調整額 122 114

法人税等合計 4,523 5,213

当期純利益 9,491 10,434

非支配株主に帰属する当期純利益 1,655 1,860

親会社株主に帰属する当期純利益 7,836 8,573
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【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

当期純利益 9,491 10,434

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △426 50

繰延ヘッジ損益 0 △0

為替換算調整勘定 △64 △61

退職給付に係る調整額 △164 △50

持分法適用会社に対する持分相当額 △8 △52

その他の包括利益合計 ※１ △663 ※１ △114

包括利益 8,827 10,319

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 7,167 8,470

非支配株主に係る包括利益 1,660 1,849
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③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)

(単位：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

当期首残高 26,200 28,796 61,424 △4,866 111,555 4,345 －

当期変動額

剰余金の配当 △1,220 △1,220

親会社株主に帰属する

当期純利益
7,836 7,836

自己株式の取得 △1 △1

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
10 10

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ △405 0

当期変動額合計 － 10 6,615 △1 6,625 △405 0

当期末残高 26,200 28,807 68,040 △4,867 118,180 3,939 0

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に

係る調整

累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 △8,228 22 △1,571 △5,432 85 13,462 119,670

当期変動額

剰余金の配当 △1,220

親会社株主に帰属する

当期純利益
7,836

自己株式の取得 △1

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
10

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
180 △40 △224 △489 149 864 524

当期変動額合計 180 △40 △224 △489 149 864 7,149

当期末残高 △8,047 △17 △1,796 △5,922 234 14,327 126,820
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当連結会計年度(自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)

(単位：百万円)

株主資本 その他の包括利益累計額

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

当期首残高 26,200 28,807 68,040 △4,867 118,180 3,939 0

当期変動額

剰余金の配当 △1,564 △1,564

親会社株主に帰属する

当期純利益
8,573 8,573

自己株式の取得 △0 △0

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
0 0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△180 △180 54 △0

当期変動額合計 － 0 6,828 △0 6,828 54 △0

当期末残高 26,200 28,808 74,868 △4,868 125,008 3,994 △0

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計土地再評価

差額金

為替換算

調整勘定

退職給付に

係る調整

累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 △8,047 △17 △1,796 △5,922 234 14,327 126,820

当期変動額

剰余金の配当 △1,564

親会社株主に帰属する

当期純利益
8,573

自己株式の取得 △0

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
－ △35 △122 △102 331 1,285 1,333

当期変動額合計 － △35 △122 △102 331 1,285 8,342

当期末残高 △8,047 △53 △1,918 △6,025 566 15,613 135,163
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

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 14,014 15,647

減価償却費 5,036 5,943

減損損失 165 81

移転補償金 － △224

事業撤退損 － 209

感染症対策費 － 193

助成金返還引当金繰入額 － 419

のれん償却額 45 59

工事損失引当金の増減額（△は減少） △58 31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △114 55

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △522 △517

持分法による投資損益（△は益） △236 △292

支払利息 79 65

為替差損益（△は益） 101 187

投資有価証券売却損益（△は益） △573 △732

投資有価証券評価損益（△は益） 53 696

新株予約権戻入益 △86 －

事務所移転費用 116 101

売上債権の増減額（△は増加） △4,802 △452

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,575 364

仕入債務の増減額（△は減少） 3,845 △871

未払人件費の増減額（△は減少） 1,132 112

未払消費税等の増減額（△は減少） 882 696

未払金の増減額（△は減少） 26 128

長期前払費用の増減額（△は増加） △768 △3,282

その他 251 1,030

小計 16,012 19,652

利息及び配当金の受取額 382 382

利息の支払額 △82 △67

法人税等の支払額 △3,874 △5,386

法人税等の還付額 145 －

移転補償金の受取額 － 433

事業撤退損の支払額 － △46

感染症対策費の支払額 － △180

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,584 14,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △4,568 △12,328

定期預金の払戻による収入 3,325 8,388

有形固定資産の取得による支出 △6,289 △6,218

無形固定資産の取得による支出 △2,201 △3,963

投資有価証券の取得による支出 △234 △2,596

投資有価証券の売却による収入 948 944

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 － △210

その他 △422 △124

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,442 △16,109
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

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 4,762 23,641

短期借入金の返済による支出 △15,536 △6,109

長期借入れによる収入 10,767 1,428

長期借入金の返済による支出 △2,740 △1,081

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 3,000 △3,000

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △1,220 △1,563

非支配株主への配当金の支払額 △404 △572

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による
支出

△10 △0

リース債務の返済による支出 △69 △48

その他 2 11

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,451 12,703

現金及び現金同等物に係る換算差額 △119 △89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,570 11,291

現金及び現金同等物の期首残高 24,587 26,158

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 26,158 ※１ 37,450

　



― 54 ―

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び名称

連結子会社は30社であり、以下のとおりであります。（前連結会計年度28社）

　イデア・コンサルティング㈱

　㈱ヴィンクス

　㈱オーエー研究所

　サイバーコム㈱

　サイバネットシステム㈱

　WATERLOO MAPLE INC.

　㈱東証コンピュータシステム

　富士ソフトサービスビューロ㈱

　富士ソフト・ティッシュエンジニアリング㈱

　富士軟件科技(山東)有限公司

　他20社

　上記のうち、他２社については、当社連結子会社であるサイバネットシステム㈱においてサイバネットＭＢ

ＳＥ㈱を新設分割し設立しております。また、当社連結子会社である㈱ヴィンクスが㈱Ｕｉ２の株式を取得し

子会社化しております。

(2) 非連結子会社の数及び名称

非連結子会社は２社であり、以下のとおりであります。（前連結会計年度２社）

　富士ソフト企画㈱

　FUJISOFT America,Inc.

(3) 連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

　

２ 持分法の適用に関する事項

持分法の適用会社は4社であり、以下のとおりであります。（前連結会計年度4社）

　

(1) 持分法を適用した非連結子会社数及び名称

持分法を適用した非連結子会社数は2社であり、以下のとおりであります。（前連結会計年度2社）

　富士ソフト企画㈱

　 FUJISOFT America,Inc.

　

(2) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用

しております。

　

(3) 持分法を適用した関連会社数及び名称

持分法を適用した関連会社数は2社であり、以下のとおりであります。（前連結会計年度2社）

　エース証券㈱

　㈱日本ビジネスソフト

　

(4) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

特記すべき主要な非連結子会社及び関連会社はありません。

　

(5) 持分法適用の範囲から除いた理由

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の適用から除外しております。

　

(6) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく連結財務諸表を使用しております。
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３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、㈱ヴィンクスの子会社２社の期末決算日は３月31日、１社は９月30日であります。その他

27社の期末決算日は12月31日であります。

　連結財務諸表を作成するにあたり、決算日が連結決算日と異なる会社については、連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく連結財務諸表を使用しております。また、持分法適用会社のうち、エース証券㈱については、連

結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

　

４ 会計方針に関する事項

(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 デリバティブ

時価法

③ 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)

ａ 商品

移動平均法による原価法

ｂ 仕掛品

個別法による原価法

ｃ 原材料

移動平均法による原価法

ｄ 貯蔵品

個別法による原価法

　

(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)

定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

　建物及び構築物 ２～50年

　機械装置及び車両運搬具 ２～17年

　工具、器具及び備品 ２～20年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

ａ 市場販売目的のソフトウェア

　見込販売期間(３年以内)における見込販売数量または見込販売収益に基づく償却額と販売可能な残存有効

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

ｂ 自社利用目的のソフトウェア

　社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

ｃ その他

　定額法

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については、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定額法によっております。

④ 投資その他の資産（長期前払費用）

定額法
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

連結会計年度末現在に有する金銭債権の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度に見合う分を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当連結会計年度に見合う分を計上しております。

④ 工事損失引当金

受注制作ソフトウェア開発に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注制作ソフトウェ

ア開発のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる契約について、損失

見込額を計上しております。

⑤ 事業構造改善引当金

事業構造改善に伴い、発生する費用及び損失に備えるため、その発生見込み額を計上しております。

⑥ 事業撤退損失引当金

事業の撤退に伴い、今後発生が予想される損失について、合理的に見込まれる金額を計上しております。

⑦ 助成金返還引当金

助成金返還に備えるため、助成金返還見込額を計上しております。

⑧ 役員退職慰労引当金

連結財務諸表提出会社及び連結子会社の一部は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上しております。
　

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、主に

期間定額基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、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の年

数による定額法により、発生の翌連結会計年度より費用処理しております。

過去勤務費用については、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による定額法により費

用処理しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウェア開発に係る収益及び費用の計上基準

当連結会計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契約については工事進行基準（ソフト

ウェア開発の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。
　

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振

当処理、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を適用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ、為替予約

（ヘッジ対象）

外貨建借入金

③ ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行い、また、借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワップ取引を行い、投機的な取引は行わないものとします。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動、キャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動、キャッシュ・フロー変動

の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

また、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一である場合には、有効性の評価を省略しております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、合理的に見積もった効果発現期間（５～15年）による均等償却を行っております。

ただし、金額が僅少の場合は、発生時に一括償却しております。
　

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許資金、随時引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。
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(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　税抜方式によっております。
　

(未適用の会計基準等)

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日）

(1) 概要

　収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。

ステップ1：顧客との契約を識別する。

ステップ2：契約における履行義務を識別する。

ステップ3：取引価格を算定する。

ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5：履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

　2022年12月期の期首から適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

　「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で

あります。

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日）

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日）

(1) 概要

　国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の

算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関

するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。

・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産

また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記

事項が定められました。

(2) 適用予定日

2022年12月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

　「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中
であります。

・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日　企業会計基準委員会）

(1) 概要

　当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及

ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示す

ることを目的とするものです。

(2) 適用予定日

　2021年12月期の年度末より適用であります。

(追加情報)

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

　当社グループでは、連結財務諸表作成時点において入手可能な情報に基づき実施しております。新型コロナ

ウイルス感染症につきましては、現時点において当社グループの事業及び業績に重要な影響を及ぼすものでは

ありませんが、収束時期等については不確定要素が多く、引き続き今後の動向を注視してまいります。

　



― 58 ―

(連結貸借対照表関係)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

投資有価証券（株式） 6,655百万円 6,632百万円

　
※２ 当社は、土地の再評価に関する法律(1998年３月31日公布法律第34号 2001年３月31日改正)に基づき、2002年３

月31日に事業用の土地の再評価を行っております。なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一

部を改正する法律(1999年３月31日公布法律第24号)に基づき、「土地再評価差額金」として純資産の部に計上して

おります。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(1998年３月31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価税法(1991年法

律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定め

て公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法

再評価を行った年月日 2002年３月31日

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

再評価を行った土地の連結会計年度末における時価
と再評価後の帳簿価額との差額

1,567百万円 2,134百万円

　
※３ 期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しております。

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

受取手形 23百万円 22百万円

※４ 損失が見込まれる受注制作ソフトウェア開発に係るたな卸資産と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示し

ております。

損失の発生が見込まれる受注制作ソフトウェア開発に係るたな卸資産のうち、工事損失引当金に対応する額は、

次のとおりであります。

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

仕掛品 29百万円 115百万円
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(連結損益計算書関係)

※１ 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

工事損失引当金繰入額 △82百万円 49百万円

　
※２ 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。

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

研究開発費 826百万円 632百万円

※３ 減損損失

　 前連結会計年度（自 2019年１月１日　至 2019年12月31日）

　 当社グループは当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

場 所 用 途 種 類 減損損失

神奈川県横浜市他 事業用資産 電話加入権 142百万円

東京都墨田区 事業用資産 工具、器具及び備品等 ５百万円

神奈川県鎌倉市 事業用資産 工具、器具及び備品 ４百万円

神奈川県鎌倉市 事業用資産 電話加入権 ４百万円

Leuven,Belgium
事業用資産、販売用ソフ
トウェア

建物、工具、器具備品他 ８百万円

当社グループは、主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎として、資産のグルーピングを

　 行っております。

　 上記の神奈川県横浜市他の事業用資産については、休止回線の将来における使用見込みを検討し、市場価値もほ

とんどない状況を踏まえ、減損損失として特別損失に計上いたしました。

東京都墨田区、神奈川県鎌倉市、Noesis Solusion NVの事業用資産、販売用ソフトウェアについては、収益が見

込めなくなったため、帳簿価額の全額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

　 当連結会計年度（自 2020年１月１日　至 2020年12月31日）

　 当社グループは当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

場 所 用 途 種 類 減損損失

福岡県福岡市博多区 事業用資産 建物、工具、器具及び備品 52百万円

東京都千代田区 事業用資産 ソフトウェア、前渡金 20百万円

東京都千代田区 事業用資産 工具、器具及び備品 8百万円

　 当社グループは、主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分を基礎として、資産のグルーピングを

　 行っております。

　 上記の福岡県福岡市博多区、東京都千代田区の事業用資産については、収益が見込めなくなったため、帳簿価額

　 の全額を減損損失として特別損失に計上しました。
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※４ 事務所移転費用

　 前連結会計年度（自 2019年１月１日　至 2019年12月31日）

前連結会計年度の事務所移転費用は、愛知県名古屋市中村区のオフィス移転に伴う事業用資産については、使用

が見込めない資産について、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計上したもの等で

あります。また、当社の連結子会社における生産設備、事業用設備については、監視センター移転計画及び東京地

区のオフィス統合に伴い使用が見込めない資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損

損失として計上したもの等であります。なお、回収可能価額は使用価値を零として算出しております。

なお、減損損失の内容は、次のとおりであります。

場 所 用 途 種 類 減損損失

愛知県名古屋市中村区 事業用資産 建物 31百万円

千葉県千葉市美浜区 生産設備
建物、工具、器具及び
備品

40百万円

東京都墨田区 事務所用設備
建物、工具、器具及び
備品

14百万円

　 当連結会計年度（自 2020年１月１日　至 2020年12月31日）
当連結会計年度の事務所移転費用は、東京都墨田区及び神奈川県川崎市川崎区のオフィス移転に伴う事業用資産

については、使用が見込めない資産について、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

計上したもの等であります。なお、回収可能価額は使用価値を零として算出しております。

なお、減損損失の内容は、次のとおりであります。

場 所 用 途 種 類 減損損失

東京都墨田区 事業用資産 建物 61百万円

神奈川県川崎市川崎区 事業用資産 建物 29百万円

(連結包括利益計算書関係)

※１ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

その他有価証券評価差額金

当期発生額 △39百万円 804百万円

組替調整額 △573百万円 △732百万円

　税効果調整前 △613百万円 72百万円

　税効果額 187百万円 △21百万円

　その他有価証券評価差額金 △426百万円 50百万円

為替換算調整勘定

当期発生額 △64百万円 △61百万円

退職給付に係る調整額

当期発生額 △526百万円 △403百万円

組替調整額 283百万円 334百万円

　税効果調整前 △243百万円 △68百万円

　税効果額 78百万円 18百万円

　退職給付に係る調整額 △164百万円 △50百万円

持分法適用会社に対する持分相当額

　当期発生額 △9百万円 △52百万円

　組替調整額 1百万円 －百万円

　持分法適用会社に対する持分相当額 △8百万円 △52百万円

その他の包括利益合計 △663百万円 △114百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2019年１月１日　至 2019年12月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

(株)

増加

(株)

減少

(株)

当連結会計年度末

(株)

普通株式 33,700,000 － － 33,700,000

　

２ 自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

（株）

増加

（株）

減少

（株）

当連結会計年度末

（株）

普通株式 2,405,901 545 － 2,406,447

　

（変動事由の概要）

増減の主な内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取による増加 276株

　相互保有による増加 269株

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

－ － － － － 66

連結子会社
ストック・オプション
としての新株予約権

－ － － － － 168

４ 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
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年２月14日

取締役会
普通株式 594 19 2018年12月31日 2019年３月18日

2019年８月８日

取締役会
普通株式 625 20 2019年６月30日 2019年９月10日

(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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2020年２月13日

取締役会
普通株式 利益剰余金 688 22 2019年12月31日 2020年３月16日
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当連結会計年度(自 2020年１月１日　至 2020年12月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

(株)

増加

(株)

減少

(株)

当連結会計年度末

(株)

普通株式 33,700,000 － － 33,700,000

　

２ 自己株式に関する事項

株式の種類
当連結会計年度期首

（株）

増加

（株）

減少

（株）

当連結会計年度末

（株）

普通株式 2,406,447 98 269 2,406,275

　

（変動事由の概要）

増減の主な内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取による増加 98株

　相互保有株式の減少 269株

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高
（百万円）

当連結会計
年度期首

増加 減少
当連結会計
年度末

提出会社
ストック・オプション
としての新株予約権

－ － － － － 155

連結子会社
ストック・オプション
としての新株予約権

－ － － － － 410

４ 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
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2020年２月13日

取締役会
普通株式 688 22 2019年12月31日 2020年３月16日

2020年８月13日

取締役会
普通株式 876 28 2020年６月30日 2020年９月10日

(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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

2021年２月10日

取締役会
普通株式 利益剰余金 719 23 2020年12月31日 2021年３月15日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 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は、次のとおりでありま

す。

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

現金及び預金勘定 22,278百万円 38,330百万円

有価証券勘定 7,000百万円 6,000百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △3,120百万円 △6,879百万円

現金及び現金同等物 26,158百万円 37,450百万円
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(リース取引関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達についてはコマーシャル・ペ

ーパーの発行や金融機関からの借入による方針です。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用し

ており、投機的な取引は行いません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グ

ループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半

期ごとに把握する体制としています。

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式や投資信託であり、市場価格の変動リス

クに晒されていますが、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。また、外貨建仕入取引を行

っており、外貨建取引によって生じた営業債務は、為替の変動リスクに晒されていますが、為替予約を利用して

ヘッジしております。

短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金（原則として５年以内）は

設備投資及び運転資金に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、この

うち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ご

とにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しています。ヘッジの有効性の評価方法に

ついては、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略していま

す。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程（デリバティブ管理基準）に従って行

っており、また、デリバティブの利用にあたっては、外貨建の営業債務に係る変動リスクに対するヘッジ取引を

目的とした為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取

引であります。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成

するなどの方法により管理しています。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリ

バティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
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２ 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握すること

が極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注２）を参照下さい。）

前連結会計年度（2019年12月31日）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 現金及び預金 22,278 22,278 －

(2) 受取手形及び売掛金 49,570 49,570 0

(3) 有価証券及び投資有価証券

①満期保有目的の債券 7,000 7,000 －

②その他有価証券 9,636 9,636 －

資産計 88,485 88,485 0

(1) 支払手形及び買掛金 13,361 13,361 －

(2) 短期借入金 3,193 3,193 －

(3) コマーシャル・ペーパー 3,000 3,000 －

(4) １年内返済予定の長期借入金 965 965 －

(5) 未払法人税等 3,534 3,534 －

(6) 長期借入金 22,618 22,626 △7

負債計 46,674 46,681 △7

当連結会計年度（2020年12月31日）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 現金及び預金 38,330 38,330 －

(2) 受取手形及び売掛金 52,750 52,750 0

(3) 有価証券及び投資有価証券

①満期保有目的の債券 6,000 6,000 －

②その他有価証券 12,092 12,092 －

資産計 109,173 109,173 0

(1) 支払手形及び買掛金 12,519 12,519 －

(2) 短期借入金 20,725 20,725 －

(3) コマーシャル・ペーパー － － －

(4) １年内返済予定の長期借入金 3,431 3,431 －

(5) 未払法人税等 3,155 3,155 －

(6) 長期借入金 20,515 20,528 △12

負債計 60,346 60,359 △12
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(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

（1）現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

（2）受取手形及び売掛金

これらの債権のうち短期間で決済される債権については、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

額によっています。

決済が長期にわたるものの時価は、債権ごとの当該帳簿価額より、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権

額を回収予定までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によって算出しております。

（3）有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示

された価格によっております。ただし、短期間で決済されるものは、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿

価額によっています。

また、保有目的ごとの有価証券及び投資有価証券に関する事項につきましては、「有価証券関係」注記をご参

照下さい。

負 債

（1）支払手形及び買掛金

これらはそのほとんどが短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っています。

（2）短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

（3）コマーシャル・ペーパー

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

（4）１年内返済予定の長期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

（5）未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

（6）長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、

当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見

積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。

デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

為替予約の時価については、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
（単位：百万円）

区分 2019年12月31日 2020年12月31日

非上場株式等 7,809 7,093

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるため、「（３）有価証券及び投資有価証券 ②その他有価証券」には含めておりま

せん。
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(注３) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2019年12月31日）

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 22,278 － － －

受取手形及び売掛金 49,335 234 － －

有価証券のうち満期があるもの

　満期保有目的の債券 7,000 － － －

合計 78,614 234 － －

当連結会計年度（2020年12月31日）

１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 38,330 － － －

受取手形及び売掛金 52,380 370 － －

有価証券のうち満期があるもの

　満期保有目的の債券 6,000 － － －

合計 96,710 370 － －

(注４) 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照ください。

(有価証券関係)

１ 満期保有目的の債券

前連結会計年度（2019年12月31日）

種類
連結貸借対照表

計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

社債 － － －

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

社債 － － －

その他 7,000 7,000 －

小計 7,000 7,000 －

合計 7,000 7,000 －
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当連結会計年度（2020年12月31日）

種類
連結貸借対照表

計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

時価が連結貸借対照表
計上額を超えるもの

社債 － － －

時価が連結貸借対照表
計上額を超えないもの

社債 － － －

その他 6,000 6,000 －

小計 6,000 6,000 －

合計 6,000 6,000 －

　

２ その他有価証券

前連結会計年度（2019年12月31日）

種類
連結貸借対照表

計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

株式 9,627 3,813 5,813

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

株式 8 9 △1

合計 9,636 3,823 5,812

（注）非上場株式等（連結貸借対照表計上額7,809百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難であるとみられることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

　

当連結会計年度（2020年12月31日）

種類
連結貸借対照表

計上額
(百万円)

取得原価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の

株式 11,502 5,423 6,079

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの

株式 589 784 △195

合計 12,092 6,207 5,884

（注）非上場株式等（連結貸借対照表計上額7,093百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて

困難であるとみられることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

　

　



― 68 ―

３ 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）

種類
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 948 573 －

社債 － － －

合計 948 573 －

　

当連結会計年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）

種類
売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

株式 944 732 －

社債 － － －

合計 944 732 －

　

４ 減損処理を行った有価証券

　 該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度（2019年12月31日）

該当事項はありません。

　

当連結会計年度（2020年12月31日）

該当事項はありません。

　

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前連結会計年度（2019年12月31日）

ヘッジ会計の方法
デリバティブ

取引の種類等
主なヘッジ対象

契約額等

（百万円）

契約額等のうち

１年超

（百万円）

時価

（百万円）

金利スワップの

特例処理

金利スワップ取引
長期借入金 318 106 （注）

　支払固定・受取変動

（注）金利スワップによる特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

　

当連結会計年度（2020年12月31日）

ヘッジ会計の方法
デリバティブ

取引の種類等
主なヘッジ対象

契約額等

（百万円）

契約額等のうち

１年超

（百万円）

時価

（百万円）

金利スワップの

特例処理

金利スワップ取引
長期借入金 102 － （注）

　支払固定・受取変動

（注）金利スワップによる特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

　

　



― 69 ―

(退職給付関係)

(確定給付制度に係る注記)

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、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。ま

た、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。なお、当社及び一部の連結子会社は、確定拠出年金

制度を設けております。また、一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

２ 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

　 (単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

期首における退職給付債務 25,237 26,521

　勤務費用 1,932 2,048

　利息費用 117 85

　数理計算上の差異の当期発生額 425 142

　退職給付の支払額 △1,191 △1,024

期末における退職給付債務 26,521 27,773

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

　 (単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

期首における年金資産 23,958 25,578

　期待運用収益 488 503

　数理計算上の差異の当期発生額 14 △221

　事業主からの拠出額 1,876 1,977

　退職給付の支払額 △760 △692

期末における年金資産 25,578 27,146

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に

　 係る資産の調整表

　 (単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

積立型制度の退職給付債務 20,902 22,036

年金資産 △25,578 △27,146

△4,675 △5,110

非積立型制度の退職給付債務 5,618 5,736

連結貸借対照表に計上された負債と
資産の純額

942 626

退職給付に係る負債 5,780 5,901

退職給付に係る資産 △4,837 △5,275

連結貸借対照表に計上された負債と
資産の純額

942 626
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
　 (単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

勤務費用 1,932 2,048

利息費用 117 85

期待運用収益 △488 △503

数理計算上の差異の当期の費用処理額 217 343

過去勤務費用の当期の費用処理額 △8 △8

その他（給付金支払額等） △13 △13

確定給付制度に係る退職給付費用 1,757 1,951

(5) 退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額（税効果控除前）の内訳は、次のとおりであります。
　 (単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

未認識数理計算上の差異 △234 △65

未認識過去勤務費用 △8 △8

合計 △243 △74

(6) 退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は、次のとおりであります。
　 (単位：百万円)

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

未認識数理計算上の差異 △2,797 △2,862

未認識過去勤務費用 41 32

合計 △2,755 △2,829

(7) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

債券 23％ 27％

株式 9％ 8％

現金及び預金 7％ 6％

一般勘定 60％ 60％

その他 0％ 0％

合計 100％ 100％

②長期期待運用収益率の設定方法に関する記載
　年金資産の長期期待運用収益率を考慮するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成
する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項
期末における主要な数理計算上の計算基礎

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

割引率 主として0.3％ 主として0.3％

長期期待運用収益率 主として2.0％ 主として2.0％

３ 確定拠出制度
当社及び連結子会社の一部の確定拠出制度への要拠出額は、540百万円(前連結会計年度503百万円)であります。
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(ストック・オプション等関係)

１. ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名

区分 前連結会計年度 当連結会計年度

販売費及び一般管理費 236百万円 331百万円

　

２. 権利不行使による失効により利益として計上した金額

区分 前連結会計年度 当連結会計年度

特別利益 86百万円 －

　

３. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 2019年３月26日開催の取締役会決議

付与対象者の区分及び

人数（名）

取締役 ６

（※社外取締役を除く）

執行役員 14

子会社役員 ２

子会社執行役員 １

株式の種類及び付与数

（株）（注）
普通株式 180,000

付与日 2019年４月15日

権利確定条件

新株予約権者は、権利行使時において、子会社の取締役、執行役員または従業

員の何れかの地位にあることを要する。ただし、取締役または執行役員が任期満

了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由がある

場合は、この限りではない。

　新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

対象勤務期間 自2019年３月26日 至2021年３月28日

権利行使期間 自2021年３月29日 至2024年３月26日
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会社名 ㈱ヴィンクス

決議年月日 2019年５月９日開催の取締役会決議

付与対象者の区分及び

人数（名）

子会社取締役 ３

（※社外取締役を除く）

子会社執行役員 13

子会社従業員 58

株式の種類及び付与数

（株）
普通株式 887,000

付与日 2019年５月28日

権利確定条件

新株予約権者は、権利行使時において、子会社の取締役、執行役員または従

業員の何れかの地位にあることを要する。ただし、取締役または執行役員が任

期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由

がある場合は、この限りではない。

　新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

対象勤務期間 自2019年５月28日 至2021年５月31日

権利行使期間 自2021年６月１日 至2026年５月31日

（注） 2018年３月１日付株式分割（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度（2020年12月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプシ

ョンの数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

会社名 提出会社

決議年月日
2019年３月26日開催の

取締役会決議

権利確定前

期首（株）（注） －

付与（株） 180,000

失効（株） －

権利確定（株） －

未確定残（株） 180,000

権利確定後 －

期首（株） －

権利確定（株） －

権利行使（株） －

失効（株） －

未行使残（株） －
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会社名 ㈱ヴィンクス

決議年月日
2019年５月９日開催の

取締役会決議

権利確定前

期首（株）（注） －

付与（株） 887,000

失効（株） 28,000

権利確定（株） －

未確定残（株） 859,000

権利確定後 －

期首（株） －

権利確定（株） －

権利行使（株） －

失効（株） －

未行使残（株） －

（注） 2018年３月１日付株式分割（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。

② 単価情報

会社名 提出会社

決議年月日
2019年３月26日開催の

取締役会決議

権利行使価格（円） 4,485

行使時平均株価（円） －

付与日における公正な
評価単価（円）

990

会社名 ㈱ヴィンクス

決議年月日
2019年５月９日開催の

取締役会決議

権利行使価格（円） 1,408

行使時平均株価（円） －

付与日における公正な
評価単価（円）

597

（注） 2018年３月１日付株式分割（１株につき２株の割合）による分割後の株式数に換算して記載しております。
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４. 前連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

　 (1) 提出会社

　 ①使用した評価技法 ブラック・ショールズ方式

　 ②主な基礎数値及び見積方法

会社名 提出会社

株価変動性（注）１ 32.86％

予想残存期間（注）２ 3.46年

予想配当（注）３ 37円／株

無リスク利子率（注）４ △0.175％

（注）１ 2015年11月１日から2019年４月15日までの株価実績に基づき算定しております。

　 ２ 算定時点からの権利行使期間の中間点までの期間と推定しております。

　 ３ 2018年12月期の配当実績によっております。

　 ４ 予想残存期間に対応する期間に対応する長期国債利回りであります。

　 (2) ㈱ヴィンクス

　 ①使用した評価技法 ブラック・ショールズ方式

　 ②主な基礎数値及び見積方法

会社名 ㈱ヴィンクス

株価変動性（注）１ 56.08％

予想残存期間（注）２ 4.51年

予想配当（注）３ 10円／株

無リスク利子率（注）４ △0.177％

（注）１ 2014年11月25日から2019年５月27日までの株価実績に基づき算定しております。

　 ２ 算定時点からの権利行使期間の中間点までの期間と推定しております。

　 ３ 2018年12月期の配当実績によっております。

　 ４ 予想残存期間に対応する期間に対応する長期利付国債の複合利回りの平均値であります。

５. ストック・オプションの権利確定数の見積方法

将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しておりま

す。
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(税効果会計関係)

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

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

繰延税金資産

　繰越欠損金 236百万円 221百万円

　賞与引当金 1,864百万円 1,903百万円

　退職給付に係る負債 1,708百万円 1,745百万円

　退職給付に係る調整累計額 846百万円 869百万円

　役員退職慰労引当金 147百万円 156百万円

　未払法定福利費 477百万円 490百万円

　未払事業税・未払事業所税 394百万円 332百万円

　有価証券・会員権等評価損 633百万円 808百万円

　減価償却費 448百万円 457百万円

　土地 147百万円 147百万円

　資産除去債務 83百万円 134百万円

　貸倒損失及び貸倒引当金 70百万円 69百万円

　工事損失引当金 84百万円 104百万円

　減損損失 64百万円 126百万円

　その他 276百万円 326百万円

　繰延税金資産小計 7,483百万円 7,893百万円

　評価性引当額 △1,488百万円 △1,663百万円

　繰延税金資産合計 5,994百万円 6,229百万円

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △1,770百万円 △1,801百万円

　退職給付に係る資産 △2,212百万円 △2,366百万円

　持分法適用関連会社の留保利益 △442百万円 △480百万円

　その他 △76百万円 △193百万円

　繰延税金負債合計 △4,502百万円 △4,841百万円

繰延税金資産(負債)の純額 1,492百万円 1,387百万円

　
(注) 前連結会計年度及び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。

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

固定資産－繰延税金資産 3,085百万円 2,903百万円

固定負債－繰延税金負債 △1,592百万円 △1,516百万円

　
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原因となった主な項目別の内訳
　
　前連結会計年度及び当連結会計年度において、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間の差異が

法定実効税率の100分の５以下であるため注記を省略しております。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸オフィスビルを所有しております。なお、

国内の賃貸オフィスビルの一部については、当社及び連結子会社が使用しているため、賃貸不動産として使用され

る部分を含む不動産としております。

これら賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、

次のとおりであります。

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

賃貸等不動産とし
て使用される部分
を含む不動産

連結貸借対照表計上額

期首残高 39,630 38,786

期中増減額 △844 △807

期末残高 38,786 37,978

期末時価 51,310 52,464

(注)１ 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

２ 賃貸等不動産の期中増減額は、主に秋葉原ビルの減価償却による減少であります。

３ 前連結会計年度及び当連結会計年度末の時価については、主として不動産鑑定士による鑑定評価額に基づ

く金額、その他については、適切に市場価額を反映していると考えられる指標に基づくものであります。

　

また、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

賃貸等不動産とし
て使用される部分
を含む不動産

賃貸収益 2,246 2,223

賃貸費用 1,001 1,190

差額 1,245 1,033

その他(売却損益等) － －

(注)１ 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び一部の連結子会社が使用して

いる部分を含むため、当該部分の賃貸収益は計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用（減価

償却費・修繕費・租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

１ 報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループは、サービス別の事業単位から構成されており、「ＳＩ（システムインテグレーション）事業」及

び「ファシリティ事業」の２つを報告セグメントとしております。

「ＳＩ（システムインテグレーション）事業」

　機械制御系、自動車関連等に関する組込系/制御系ソフトウェア開発、各業種で使用する業務系ソフトウェア開

発、プロダクト・サービス及びシステムの構築・保守・運用サービス等全般を行っております。

「ファシリティ事業」

　当社及び一部の連結子会社が所有しているオフィスビルの賃貸を行っております。

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価

格に基づいております。

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　前連結会計年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

連結財務諸
表計上額
（注３）ＳＩ事業

ファシリ
ティ事業

計

売上高

外部顧客への売上高 215,508 2,899 218,407 12,667 231,074 － 231,074

セグメント間の内部
売上高又は振替高

136 584 721 756 1,478 △1,478 －

計 215,644 3,484 219,128 13,423 232,552 △1,478 231,074

セグメント利益 11,737 1,211 12,948 317 13,266 △0 13,266

セグメント資産 201,166 208 201,375 6,242 207,618 － 207,618

その他の項目

　減価償却費 4,660 30 4,690 345 5,036 － 5,036

　のれん償却額 45 － 45 － 45 － 45

　有形固定資産及び
　無形固定資産の
　増加額

8,761 5 8,766 260 9,027 － 9,027

(注)１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、データエントリー事業、コンタク

トセンター事業及び再生医療事業等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額△0百万円には、セグメント間取引消去△0百万円が含まれております。

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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　当連結会計年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント
その他
（注１）

合計
調整額
（注２）

連結財務諸
表計上額
（注３）ＳＩ事業

ファシリ
ティ事業

計

売上高

外部顧客への売上高 227,995 2,653 230,648 10,304 240,953 － 240,953

セグメント間の内部
売上高又は振替高

73 730 804 662 1,467 △1,467 －

計 228,068 3,384 231,453 10,967 242,420 △1,467 240,953

セグメント利益 14,908 810 15,719 253 15,973 △0 15,972

セグメント資産 227,883 188 228,072 6,465 234,537 － 234,537

その他の項目

　減価償却費 5,595 30 5,626 317 5,943 － 5,943

　のれん償却額 59 － 59 － 59 － 59

　有形固定資産及び
　無形固定資産の
　増加額

9,969 6 9,975 464 10,440 － 10,440

(注)１ 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、データエントリー事業、コンタク

トセンター事業及び再生医療事業等を含んでおります。

２ セグメント利益の調整額△0百万円には、セグメント間取引消去△0百万円が含まれております。

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日）

１ 製品及びサービスごとの情報

当社グループは製品及びサービス別にマネジメント・アプローチに基づき報告を行っておりますので、当該記載は

省略いたします。

２ 地域ごとの情報

（1）売上高

本邦の外部顧客への売上高に分類した額が、連結損益計算書の売上高の90％超であるため、記載を省略しており

ます。

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の額が、連結貸借対照表の有形固定資産の90％超であるため、記載を省略して

おります。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％を占める相手先がないため、記載はありません。

当連結会計年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日）

１ 製品及びサービスごとの情報

当社グループは製品及びサービス別にマネジメント・アプローチに基づき報告を行っておりますので、当該記載は

省略いたします。
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２ 地域ごとの情報

（1）売上高

本邦の外部顧客への売上高に分類した額が、連結損益計算書の売上高の90％超であるため、記載を省略しており

ます。

（2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の額が、連結貸借対照表の有形固定資産の90％超であるため、記載を省略して

おります。

３ 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） （単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結財務諸
表計上額ＳＩ事業

ファシリ
ティ事業

計

減損損失 267 － 267 14 282 － 282

（注） 当連結会計年度におけるＳＩ事業での減損損失のうち、116百万円におきまして、特別損失の事務所移転費用に

計上しております。詳細は、「第５ 経理の状況 １.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結損益計算

書関係」をご参照ください。

当連結会計年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日） （単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結財務諸
表計上額ＳＩ事業

ファシリ
ティ事業

計

減損損失 182 － 182 － 182 － 182

（注） 当連結会計年度におけるＳＩ事業での減損損失のうち、101百万円におきまして、特別損失の事務所移転費用に

計上しております。詳細は、「第５ 経理の状況 １.連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 連結損益計算

書関係」をご参照ください。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 2019年１月１日 至 2019年12月31日） （単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結財務諸
表計上額ＳＩ事業

ファシリ
ティ事業

計

当期償却額 45 － 45 － 45 － 45

当期末残高 275 － 275 － 275 － 275

当連結会計年度（自 2020年１月１日 至 2020年12月31日） （単位：百万円）

報告セグメント

その他 合計 調整額
連結財務諸
表計上額ＳＩ事業

ファシリ
ティ事業

計

当期償却額 59 － 59 － 59 － 59

当期末残高 444 － 444 － 444 － 444

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　 該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

　連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度（2019年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（2020年12月31日）

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

(百万円)
科目

期末残高

(百万円)

役員 野澤 宏 － －
当社取締役

会長執行役員

（被所有）

直接

5.6

－
ゴルフ会員

権の購入
42

投資その

他の資産
42

(注)１ 上記の金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。

　 ２ ゴルフ会員権の購入については、第三者のゴルフ会員権売買業者に委託し、公正妥当な市場価格で取引して

　 おります。なお、購入時の市場価格は当該役員の購入時と比べ下回っており、当売買により当該役員が差益

　 を得る状態ではありません。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

１株当たり純資産額 3,587円27銭 3,802円16銭

１株当たり当期純利益金額 250円40銭 273円96銭

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している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金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前連結会計年度

(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

１株当たり当期純利益金額

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 7,836 8,573

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益(百万円)

7,836 8,573

普通株式の期中平均株式数(千株) 31,293 31,293

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜在株
式の概要

(提出会社)
2019年３月26日開催の取締
役会

新株予約権の数
　 1,800個

普通株式
　 180,000株

(連結子会社)
㈱ヴィンクス
2019年５月９日開催の取締
役会
新株予約権の数
　 8,870個

普通株式

　 887,000株

同左
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３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
　

項目
前連結会計年度
(2019年12月31日)

当連結会計年度
(2020年12月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 126,820 135,163

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 14,562 16,179

(うち新株予約権)(百万円) (234) (566)

(うち非支配株主持分)(百万円) (14,327) (15,613)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 112,258 118,983

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(千株)

31,293 31,293

(重要な後発事象)

（関係会社株式の売却）

当社は、東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社（以下「東海東京ＦＨ」といいます。）との間

で、東海東京ＦＨが実施する当社の持分法適用関連会社であるエース証券株式会社（以下「エース証券」といいま

す。）の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に当社が応募する旨の契約（以下

「本応募契約」といいます。）を締結しました。

本公開買付けが成立した場合、エース証券は当社の持分法適用関連会社から外れることとなります。

１．東海東京ＦＨの概要

① 名称 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

② 所在地 東京都中央区日本橋二丁目５番１号

③ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 最高経営責任者 石田 建昭

④ 事業内容 持株会社

⑤ 資本金 36,000,000千円

⑥ 設立年月日 1929年６月19日

⑦ 当社との関係

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係
当社と東海東京ＦＨグループ会社との間では、販売等の取引
を行っております。

関連当事者への
該当状況

該当事項はありません。

２．応募予定株式数

　1,345,000株（当社が保有する全数）

３．譲渡予定価額

　4,330,900千円（１株当たり3,220円）

４．公開買付期間

　2021年２月15日から2021年３月29日

５．決済の開始日

　2021年４月16日

６．今後の見通し

本公開買付けが成立した場合、本応募契約に基づく本公開買付けへの応募により、エース証券は当社の持分法適

用関連会社から外れることとなります。当社の連結業績に与える影響については現在精査中であり、今後業績の見

通しに修正の必要が生じた場合には、速やかに開示いたします。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　 該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 3,193 20,725 0.18 －

１年以内に返済予定の長期借入金 965 3,431 0.28 －

１年以内に返済予定のリース債務 48 23 0.96 －

長期借入金（１年以内に返済予定
のものを除く）

22,618 20,515 0.11
2022年３月～
2024年９月

リース債務（１年以内に返済予定
のものを除く）

31 7 1.08
2022年３月～
2029年６月

その他有利子負債
(コマーシャル・ペーパー)

3,000 － － －

合計 29,857 44,703 － －

(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年間における返済予定額

は、以下のとおりであります。

区分
１年超２年以内

(百万円)
２年超３年以内

(百万円)
３年超４年以内

(百万円)
４年超５年以内

(百万円)

長期借入金 14,704 5,609 201 －

リース債務 4 0 0 0

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会

計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高 (百万円) 59,707 122,568 181,708 240,953

税金等調整前四半期(当期)純利益金額 (百万円) 4,487 7,836 12,068 15,647

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益金額

(百万円) 2,539 3,868 6,229 8,573

１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) 81.14 123.61 199.07 273.96

　

(会計期間) 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益金額 (円) 81.14 42.46 75.46 74.89
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２ 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(2019年12月31日)

当事業年度
(2020年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,521 23,594

受取手形 ※２ 624 ※２ 574

売掛金 33,765 36,103

商品 2,044 1,870

仕掛品 3,027 2,891

前払費用 1,008 1,080

その他 369 253

貸倒引当金 － △3

流動資産合計 52,362 66,365

固定資産

有形固定資産

建物 27,442 26,372

構築物 93 85

車両運搬具 2 2

工具、器具及び備品 1,359 1,268

土地 51,878 51,898

建設仮勘定 180 4,911

有形固定資産合計 80,956 84,539

無形固定資産

ソフトウエア 1,257 1,693

その他 0 0

無形固定資産合計 1,257 1,693

投資その他の資産

投資有価証券 10,387 12,095

関係会社株式 11,884 11,885

長期前払費用 － 4,183

前払年金費用 7,405 7,922

その他 2,407 1,614

投資その他の資産合計 32,084 37,700

固定資産合計 114,298 123,933

資産合計 166,661 190,298
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(単位：百万円)

前事業年度
(2019年12月31日)

当事業年度
(2020年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 9,460 8,315

短期借入金 ※１ 10,523 ※１ 29,337

コマーシャル・ペーパー 3,000 －

1年内返済予定の長期借入金 500 2,625

未払金 2,040 2,104

未払費用 2,746 2,926

未払法人税等 2,313 2,092

前受金 1,261 3,816

預り金 1,178 1,391

賞与引当金 3,127 3,380

役員賞与引当金 43 47

工事損失引当金 108 201

事業撤退損失引当金 － 93

その他 3,855 4,730

流動負債合計 40,157 61,063

固定負債

長期借入金 21,625 19,000

繰延税金負債 2,057 1,967

役員退職慰労引当金 211 233

その他 1,905 1,859

固定負債合計 25,798 23,059

負債合計 65,956 84,123

純資産の部

株主資本

資本金 26,200 26,200

資本剰余金

資本準備金 28,438 28,438

その他資本剰余金 128 128

資本剰余金合計 28,567 28,567

利益剰余金

利益準備金 451 451

その他利益剰余金

圧縮積立金 － 136

別途積立金 17,750 17,750

繰越利益剰余金 36,745 41,976

利益剰余金合計 54,946 60,314

自己株式 △4,864 △4,865

株主資本合計 104,849 110,217

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 4,016 4,030

土地再評価差額金 △8,228 △8,228

評価・換算差額等合計 △4,212 △4,197

新株予約権 66 155

純資産合計 100,704 106,175

負債純資産合計 166,661 190,298
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②【損益計算書】

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2019年１月１日
　至 2019年12月31日)

当事業年度
(自 2020年１月１日
　至 2020年12月31日)

売上高 150,082 164,094

売上原価 118,589 131,102

売上総利益 31,493 32,991

販売費及び一般管理費 ※１ 23,738 ※１ 23,733

営業利益 7,754 9,257

営業外収益

受取利息 61 40

受取配当金 ※２ 869 ※２ 1,079

その他 84 73

営業外収益合計 1,016 1,192

営業外費用

支払利息 ※２ 59 ※２ 70

為替差損 29 99

補償損失 － 30

固定資産除却損 161 12

その他 33 5

営業外費用合計 283 217

経常利益 8,486 10,233

特別利益

投資有価証券売却益 573 732

関係会社株式売却益 ※３ 1,087 －

移転補償金 － 224

その他 － 31

特別利益合計 1,660 988

特別損失

減損損失 142 52

投資有価証券評価損 － 696

事業撤退損 － 209

事務所移転費用 37 99

感染症対策費 － 108

特別損失合計 180 1,166

税引前当期純利益 9,967 10,054

法人税、住民税及び事業税 2,942 3,218

法人税等調整額 △10 △96

法人税等合計 2,932 3,121

当期純利益 7,035 6,932
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【売上原価明細書】

前事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当事業年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

１ 労務費

　 従業員給与・賞与 33,258 34,906

　 退職給付費用 965 1,055

　 法定福利費 4,768 5,025

　 福利厚生費 40 39,033 41.2 18 41,005 40.1

２ 外注費 40,640 42.9 42,610 41.6

３ 経費

　 旅費及び交通費 547 422

　 通信費 798 1,169

　 消耗品費 6,194 8,462

　 地代家賃 896 1,043

　 減価償却費 2,822 3,633

　 その他 3,852 15,111 15.9 4,020 18,752 18.3

　当期総製造費用 94,785 100.0 102,368 100.0

　期首仕掛品棚卸高 2,203 3,027

合計 96,989 105,396

　他勘定振替高 ※１ 2,279 3,497

　期末仕掛品棚卸高 3,027 2,891

期首商品棚卸高 603 2,044

当期商品仕入高 28,500 31,811

期末商品棚卸高 2,044 1,870

工事損失引当金繰入 △153 111

当期売上原価 118,589 131,102

(注) ※１ 内訳は、次のとおりであります。

項目 前事業年度（百万円） 当事業年度（百万円）

販売費及び一般管理費 748 590

固定資産 1,531 2,907

計 2,279 3,497

※２ 原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算を採用しております。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計圧縮積立金 別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 26,200 28,438 128 28,567 451 － 17,750 30,930 49,132

当期変動額

剰余金の配当 △1,220 △1,220

当期純利益 7,035 7,035

圧縮積立金の積立

自己株式の取得

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － － － 5,814 5,814

当期末残高 26,200 28,438 128 28,567 451 － 17,750 36,745 54,946

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △4,863 99,036 4,450 △8,228 △3,777 － 95,258

当期変動額

剰余金の配当 △1,220 △1,220

当期純利益 7,035 7,035

圧縮積立金の積立 － －

自己株式の取得 △1 △1 △1

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△434 △434 66 △367

当期変動額合計 △1 5,813 △434 － △434 66 5,445

当期末残高 △4,864 104,849 4,016 △8,228 △4,212 66 100,704

　



― 88 ―

当事業年度(自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金
その他

資本剰余金

資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計圧縮積立金 別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 26,200 28,438 128 28,567 451 － 17,750 36,745 54,946

当期変動額

剰余金の配当 △1,564 △1,564

当期純利益 6,932 6,932

圧縮積立金の積立 136 △136

自己株式の取得

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － － 136 － 5,231 5,368

当期末残高 26,200 28,438 128 28,567 451 136 17,750 41,976 60,314

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式

株主資本合

計

その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △4,864 104,849 4,016 △8,228 △4,212 66 100,704

当期変動額

剰余金の配当 △1,564 △1,564

当期純利益 6,932 6,932

圧縮積立金の積立 － －

自己株式の取得 △0 △0 △0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
14 14 89 103

当期変動額合計 △0 5,367 14 － 14 89 5,471

当期末残高 △4,865 110,217 4,030 △8,228 △4,197 155 106,175
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

　

(重要な会計方針)

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)子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(3)その他有価証券

　（時価のあるもの）

決算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 デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

　

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法

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。

(1)商品

移動平均法による原価法

(2)仕掛品

個別法による原価法

　

４ 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）

定額法

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 ２～50年

車両運搬具 ５～６年

工具、器具及び備品 ２～20年

　

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

①市場販売目的のソフトウェア

見込販売期間(３年以内)における見込販売数量または見込販売収益に基づく償却額と販売可能な残存有効期間

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

②自社利用目的のソフトウェア

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

③その他

定額法

　

(3)投資その他の資産(長期前払費用)

定額法

　

５ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

事業年度末現在に有する金銭債権の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。

　

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に見合う分を計上しております。
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(3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に見合う分を計上しております。

　

(4) 工事損失引当金

受注制作ソフトウェア開発に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注制作ソフトウェア開発

のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる契約について、損失見込額を

計上しております。

　

(5) 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、当事業

年度末において発生していると認められる額を計上しております。

当社は、当事業年度末において年金資産の見込額が退職給付債務見込額から未認識数理計算上の差異及び未認

識過去勤務費用を控除した額を超過しているため、当該超過額を投資その他の資産の「前払年金費用」に計上し

ております。

なお、数理計算上の差異については、発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により、発生の

翌事業年度より費用処理しております。また、過去勤務費用については、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による定額法により費用処理しております。

(6) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(7) 事業撤退損失引当金

事業の撤退に伴い、今後発生が予想される損失について、合理的に見込まれる金額を計上しております。

　

６ 収益及び費用の計上基準

受注制作のソフトウェア開発に係る収益及び費用

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契約については工事進行基準（ソフトウェア

開発の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。

　

７ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては

特例処理によります。

　

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ

（ヘッジ対象）

借入金

　

(3) ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行い、投機的な取引は行わないものとしており

ます。

　

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動または、キャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動、キャッシュ・フロー

変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

また、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が同一である場合には、有効性の評価を省略しております

　

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理の方法

財務諸表において、会計基準変更時差異、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表にお

ける取扱いが連結財務諸表と異なっております。個別貸借対照表上、退職給付債務に会計基準変更時差異、未認

識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を加減した額から、年金資産の額を控除した額を前払年金費用に計

上しております。

　

(2) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。
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(貸借対照表関係)

※１ 関係会社に対する資産及び負債

前事業年度
(2019年12月31日)

当事業年度
(2020年12月31日)

短期借入金 8,023百万円 9,837百万円

　

※２ 期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しております。

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

前事業年度
(2019年12月31日)

当事業年度
(2020年12月31日)

受取手形 12百万円 18百万円

　

(損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は、次のとおりであります。

　

前事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

従業員給与及び賞与 10,748百万円 10,926百万円

賞与引当金繰入額 683百万円 753百万円

役員退職慰労引当金繰入額 34百万円 36百万円

役員賞与引当金繰入額 43百万円 47百万円

減価償却費 421百万円 379百万円

おおよその割合

販売費 28.9％ 30.1％

一般管理費 71.1％ 69.9％

　

※２ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)

当事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)

受取配当金 642百万円 840百万円

支払利息 26百万円 26百万円

　

※３ 関係会社株式売却益

　前事業年度（自 2019年１月１日　至 2019年12月31日）

　 当社連結子会社である株式会社ヴィンクスの株式を一部売却したことによるものであります。

　当事業年度（自 2020年１月１日　至 2020年12月31日）

　 該当事項はありません。
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(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度（2019年12月31日現在）

区分
貸借対照表計上額

（百万円）

時価

（百万円）

差額

（百万円）

（１）子会社株式 4,671 41,033 36,361

（２）関連会社株式 － － －

計 4,671 41,033 36,361

当事業年度（2020年12月31日現在）

区分
貸借対照表計上額

（百万円）

時価

（百万円）

差額

（百万円）

（１）子会社株式 4,671 38,405 33,733

（２）関連会社株式 － － －

計 4,671 38,405 33,733

　

（注）時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分
前事業年度

2019年12月31日

当事業年度

2020年12月31日

（１）子会社株式 3,980 3,981

（２）関連会社株式 3,232 3,232

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「子会社株式

及び関連会社株式」には含めておりません。
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(税効果会計関係)
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

　
前事業年度

(2019年12月31日)
当事業年度

(2020年12月31日)

繰延税金資産

　賞与引当金 1,005百万円 1,092百万円

　役員退職慰労引当金 64百万円 71百万円

　未払法定福利費 387百万円 412百万円

　未払事業税・未払事業所税 283百万円 239百万円

　貸倒損失及び貸倒引当金 －百万円 1百万円

　有価証券・会員権等評価損 592百万円 805百万円

　減価償却費 231百万円 304百万円

　工事損失引当金 33百万円 89百万円

　その他 69百万円 168百万円

　繰延税金資産小計 2,667百万円 3,185百万円

　評価性引当額 △742百万円 △916百万円

　繰延税金資産合計 1,925百万円 2,268百万円

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △1,770百万円 △1,777百万円

　前払年金費用 △2,212百万円 △2,366百万円

　その他 －百万円 △92百万円

　繰延税金負債合計 △3,982百万円 △4,235百万円

繰延税金資産(負債)の純額 △2,057百万円 △1,967百万円
　

　
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原因となった主な項目別の内訳

　前事業年度及び当事業年度は、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間の差異が法定実効税率
の100分の５以下であるため注記を省略しております。

(重要な後発事象)

（関係会社株式の売却）

「第５ 経理の状況 １連結財務諸表等 (１）連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載しており

ます。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

減価償却

累計額

(百万円)

有形固定資産

　建物 27,442 230 52 1,246 26,372 28,247

　構築物 93 1 － 10 85 312

　車両運搬具 2 － － 0 2 3

　工具、器具及び備品 1,359 171 22 239 1,268 4,540

　土地
51,878

(△8,228)
20 － －

51,898

(△8,228)
－

　建設仮勘定 180 4,731 － － 4,911 －

　有形固定資産計 80,956 5,155 75 1,497 84,539 33,103

無形固定資産

　ソフトウェア 1,257 2,989 28 2,525 1,693 13,259

　その他 0 － － 0 0 97

　無形固定資産計 1,257 2,989 28 2,525 1,693 13,356

(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定 汐留ビル建設費用 4,210

　 ２ 土地の当期首残高及び当期末残高欄の（ ）内は内書きで、土地の再評価に関する法律（1998年３月31日公

布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

【引当金明細表】

区分
当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金 － 3 － 3

賞与引当金 3,127 3,380 3,127 3,380

役員賞与引当金 43 47 43 47

工事損失引当金 108 237 144 201

事業撤退損失引当金 － 139 46 93

役員退職慰労引当金 211 36 14 233

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 １月１日から12月31日まで

定時株主総会 ３月中

基準日 12月31日

剰余金の配当の基準日 ６月30日、12月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り

取扱場所

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって

電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

なお、電子公告は当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりで

す。

http://www.fsi.co.jp/ir/notify/

株主に対する特典

株主優待制度

（１）対象となる株主

　 毎年12月末現在の当社株主名簿に記載または記録された

　 １単元（100株）以上を保有する株主（以下、「単元株主」）

（２）株主優待の内容

　 2020年12月末の単元株主を対象とした優待内容

　 下記２点よりいずれか１点をお選びいただき、お届けいたします。

　 １．当社製品のはがき・住所録作成ソフト「筆ぐるめ」

　 ２．「しいたけ詰め合わせ」

（注） 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

会社法第189条第２項各号に掲げる権利

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第50期（自 2019年１月１日　至 2019年12月31日）2020年３月24日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2020年３月24日関東財務局長に提出。

(3) 四半期報告書及び確認書

第51期第１四半期（自 2020年１月１日　至 2020年３月31日）2020年５月15日関東財務局長に提出。

第51期第２四半期（自 2020年４月１日　至 2020年６月30日）2020年８月14日関東財務局長に提出。

第51期第３四半期（自 2020年７月１日　至 2020年９月30日）2020年11月13日関東財務局長に提出。

(4) 四半期報告書の訂正報告書及び確認書

第51期第１四半期（自 2020年１月１日　至 2020年３月31日）2020年５月20日関東財務局長に提出。

(5) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書

2020年３月17日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書

2020年10月27日関東財務局長に提出。
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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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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

2021年３月15日

富士ソフト株式会社

取締役会 御中

　

太陽有限責任監査法人

　東京事務所
　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柴 谷 哲 朗 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 古 市 岳 久 ㊞

　

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる富士ソフト株式会社の2020年１月１日から2020年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸

借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結

財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、富

士ソフト株式会社及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責

任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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企業会計の基準に準拠して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。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、富士ソフト株式会社の2020年

12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、富士ソフト株式会社が2020年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から

独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。
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内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責

任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子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
　

１ 上記は監査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(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

2021年３月15日

富士ソフト株式会社

取締役会 御中

　

太陽有限責任監査法人

　東京事務所
　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 柴 谷 哲 朗 ㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 古 市 岳 久 ㊞

　

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている富士ソフト株式会社の2020年１月１日から2020年12月31日までの第51 期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、富士ソ

フト株式会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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企業会計の基準に準拠して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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
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実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

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

１ 上記は監査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(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

　



　

【表紙】

【提出書類】 内部統制報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年３月15日

【会社名】 富士ソフト株式会社

【英訳名】 FUJI SOFT INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 坂 下 智 保

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　



１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長執行役員坂下智保は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業

会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び

監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に

係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合

理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載

を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年12月31日を基準日として行われており、評価

に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しております。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を

行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価に

おいては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別

し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行い

ました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼

性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しております。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、

金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、当社並びに連結子会社15社を対象として行った全社的な内

部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、連結子会社

15社並びに持分法適用非連結子会社２社及び持分法適用関連会社２社については、金額的及び質的重要性の観点か

ら僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、前連結会計年度の売上高等を指標として、当該指標の金額

が高い拠点から合算していき、その合算金額が概ね２／３に達するまでの事業拠点を「重要な事業拠点」として選

定しました。

当該重要な事業拠点においては、当社の事業目的に大きく関わる勘定科目である売上高、売上原価、売掛金及び

棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、財務報告

への金額的及び質的影響を勘案して、重要性が高いと判断された特定の業務プロセスについても評価対象として追

加しております。

３ 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しまし

た。

４ 【付記事項】

該当事項はありません。

５ 【特記事項】

該当事項はありません。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年３月15日

【会社名】 富士ソフト株式会社

【英訳名】 FUJI SOFT INCORPORATED

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 坂 下 智 保

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項ありません。

【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市中区桜木町一丁目１番地

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

　



１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

　代表取締役社長執行役員坂下智保は、当社の第51期(自 2020年１月１日 至 2020年12月31日)の有価証券報告

書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

　該当事項はありません。

　


	第51期 有価証券報告書２
	内部統制報告書
	確認書

