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業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項 

1 決議内容の概要 
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、「取締役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

めの体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため

に必要な体制の整備」について、以下の通り基本方針を 2017 年４月 21 日開催の取締役会において決議しておりま

す。 

 

１．総論 

   本決議は会社法第 362 条第５項に基づき、代表取締役社長により具体的に構築される当社の内部統制システムの基 

本方針を明らかにするものである。本決議に基づく内部統制システムの構築は各担当部門長の下で実行され、不断の

見直しにより改善が図られるものである。 

 

２．取締役と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 

   当社の役職員はセコムグループの一員として、法令・定款遵守（コンプライアンス）を含む職務執行の行動基準で

ある「セコムグループ社員行動規範」に基づき行動することが求められる。「セコムグループ社員行動規範」は、親会

社であるセコム株式会社が創業以来培ってきたセコムの理念をもとに、すべての役職員の公私に亘るあり方と具体的

な日々の職務執行における行動基準 (反社会勢力との関係遮断を含む)を定めたものであり、すべての行動の根幹と

なる規範である。当社におけるコンプライアンスの運用体制は次のとおりである。 

  ①当社の事業にとって不可欠な要件は、法令・定款の遵守はもとより、その精神に基づいた、より厳格な組織運営を

行うことにある。これを実践するべくグローバルに法令遵守水準の維持・改善に責任を有するコンプライアンス統

括責任者を置くとともに、コンプライアンスを含む行動規範の第一線の推進者は一人ひとりの社員であるという考

えに基づき、その指導推進は各組織ラインの責任者が行い、代表取締役社長が全社を統括する。 

  ②各分野別の責任を持つ部門長は、特に自らの担当する分野の関連法規及び当該法規の業務運営との関連について精

通し、法改正等への対応策を代表取締役社長に提案する責任を有する。法務部門その他の関連部署はこれらを支援

し横断的に整合を取る。 

③代表取締役社長の命により内部監査部門が適時組織横断的に査察し、法令及び当社規程の遵守を推奨することによ 

り士気を向上させるとともに矯正すべき事項を指摘する。査察の結果は代表取締役社長に直ちに報告される。 

④役職員は行動規範に反する行為を知ったときは臆することなく、しかるべき上司に報告する義務を負っているが、 

報告しても是正措置がとられない場合や報告することが困難な状況にある場合等のときは、法務部門に通報できる 

社内通報窓口（ほっとヘルプライン）を設置する。また、匿名の通報を希望する者のために、外部弁護士による「社 

外通報窓口」を設けている。この通報により通報者は何らの不利益も受けず、そのことは秘密事項として扱われる 

とともに直ちに必要な調査が行われ適正な処置がとられる。 

⑤会社組織の維持発展の要である組織風土に関する重要な問題（コンプライアンスにかかわる事項を含む）を審査 

し、事業リスクに関する重要な決定を行うため代表取締役社長を委員長とする常設のコンプライアンス経営実行委 

員会を設置する。コンプライアンスにかかわる重要な事項の制定・改正は、コンプライアンス経営実行委員会で審 

議のうえ、監査役の意見を得て取締役会の承認を得るものとする。 

⑥財務報告に係る内部統制については企業会計審議会の基準に従い基本的計画及び方針を決定し評価を行う。 

 

３．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 

  ①取締役の職務執行に係る情報(取締役会議事録・決裁文書など)は、当社規程に従い適切に保存及び管理（廃棄を含

む）を行い、必要に応じて運用状況を検証し、見直しを行う。 

  ②①の規程等の新設、重要な改変は、監査役の意見を得て取締役会の承認を得るものとする。 

 

４．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

  ①当社はリスク管理規程を定め、事業リスクに対応する管理態勢を整備し組織的・継続的に監視することを徹底する

ほか、リスクごとに管理責任を明確にし責任者を選任する。 当該責任者は次の責任を有する。 

   (1)あらかじめリスクを想定・分類する 

   (2)有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する 

   (3)日常的なリスク管理状況の監査を実施する 

  ②同責任者は、代表取締役社長、取締役会、監査役会にリスク管理に関する事項を報告する。 

  ③リスク管理規程の重要な改変は、監査役の意見を得て取締役会の承認を得るものとする。 

  当社のリスクを次の通り分類する。 

   ・ハザードリスク（災害・事故等） 

   ・戦略リスク（事業戦略・計画等） 

   ・業務リスク（業務事故・取引事故等） 

   ・報告リスク（財務報告・公的報告等） 

   ・コンプライアンスリスク（法令・内規等） 

  



   
 

５．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 

  ①全取締役は、取締役会における経営上の意思決定、取締役の執行上の意思決定その他すべての業務運営の基本とな

る理念を共有するため、「経営理念と社員行動規範」を基軸とする運営・執行を行う。 

  ②当社は取締役の職務の執行にあたり、全社総力を結集するため、IT を駆使したシステムによって即時にその徹底を

図る体制をとる。また、示通達の周知や決裁文書による個別意思決定、執行のための IT システムを整備し、速や

かに徹底・実行できる体制とする。 

  ③当社は中長期の「事業ビジョン」を共有し、その実現に向けて年次事業計画を取締役会で策定、その進捗を取締役

会で審議する。 

 

６．当該株式会社並びにその親会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 

６-１．親会社との関係にかかる体制 

①当社は、上場会社として独立した立場で経営の決定を行なう。 

②パスコグループ各社は「経営理念と社員行動規範」を基本理念として、グループの役職員が一体となって適正

な業務運営に努める。 

③セコムグループ総体としての事業ビジョン達成に向けグループシナジーを高めるため、重要意思決定について

の親会社との事前協議・承認事項の整合、重要事項報告の確認を明確にする。 

６-２．子会社の取締役等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 

①当社の役職員は子会社との間のグループ運営において「グループ会社運営規程」にもとづき行動する。 

②パスコグループ各社は、その規模・業態・グループ戦略上の位置づけ等をふまえ、業務の適正を確保するために

当社の体制に準じて必要な整備を行う。 

③当社の代表取締役社長は内部監査部門に命じ、必要に応じて子会社を査察するものとし、子会社は親会社であ

る当社の査察を受け入れ、その指導を受けるとともに、当社と情報交換を行い、コンプライアンス上の課題及

び事業リスクの把握に努める。 

④子会社各社の役職員がコンプライアンスに反する行為を知った時に当社の法務部門に通報できる社内通報窓口

（ほっとヘルプライン）を設置する。 

⑤重要な子会社については当社の監査役が訪問し、内部統制に関する監査を実施する。 

⑥当社監査役会は、グループ各社の監査役と緊密な連絡をとり、情報の共有化を図る。 

６-３．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制 

  当社の代表取締役社長は、子会社の社長並びに監査役等と緊密な連絡をとることにより、グループ情報並びに運

営理念の共有化を図り、グループ総体の内部統制にかかわる諸問題の討議等を行い、業務の適正に努める。 

６-４．子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

  パスコグループ各社は「リスク管理規程」に則り、事業リスクに対応する管理態勢を整備するとともに、「グル

ープ会社運営規程」に則り、運営管理事項の報告を行う。また重要事項発生時には当社に遅滞のない報告を行い当

社の統制下で適切な対応をとる。 

６-５．子会社の取締役等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 

  パスコグループ各社は IT を駆使したシステムによって職務の執行にあたるとともに、パスコの情報セキュリテ

ィ基本方針に則り運営管理及び経営情報等について IT 統制を行う。またその運用状況について適時に親会社であ

る当社の査察を受けるものとする。 

 

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事項 

監査役の職務を補助する使用人が必要な場合は、当社の使用人から監査役補助者を任命する。 

 

８．上記７.の使用人の取締役からの独立性および監査役からの指示の実効性の確保に関する事項 

①監査役補助者の評価は監査役が行い、その任命、解任、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た

うえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。 

②監査役より、監査業務に必要な命令を受けた補助者はその命令に関して、取締役、使用人の指揮命令を受けず、ま

た報告義務も負わない。 

 

９．監査役への報告に関する体制 

９-１．取締役および使用人が監査役に報告するための体制 

①当社の役職員が監査役に報告すべき事項は、監査役会と協議のうえ次の通りとする。 

(1)経営および財務並びに事業遂行の状況 

(2)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 

(3)重要な訴訟・係争に関する事項 

(4)内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項 

(5)重大な法令・定款違反 

(6)社内通報窓口（ほっとヘルプライン）の通報状況及び内容 

(7)コンプライアンス経営実行委員会その他で決議された事項 

(8)その他コンプライアンス上重要な事項  

②当社の役職員は、社内通報窓口（ほっとヘルプライン）により法務部門を通じて監査役へ報告する体制とする。 

  



   
 

９-２．当社の子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員等の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者

および使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制 

    パスコグループ各社の役職員は、社内通報窓口（ほっとヘルプライン）により法務部門を通じて当社の監査役

へ報告する体制とする。 

 

１０．上記９．の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り扱いを受けないことを確保するための体 

  制 

報告された内容は、「内部通報制度運用規程」に則り、秘密事項として扱われ報告者は何らの不利益も受けず、直

ちに必要な調査を行い適正な処置をとる。 

 

１１．会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる

費用又は償還の処理に係る方針に関する事項 

    当社は、監査役会に対して、監査役の職務の執行について生ずる正当な費用の前払又は償還を受ける機会を保証

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 

①当社の監査役会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催するなど、監査が実効的に

行われるようにする。 

②当社は、監査役会に対して、独自に弁護士に委任し、また、必要に応じて専門の会計士に委任し、監査業務に関す

る助言を受ける機会を保証する。 

 

 

2 体制の運用状況の概要 
当社は、前項 6-1 の基本方針に基づき内部統制システムを構築し、適切な運用を行っております。 

当事業年度におけるその運用状況の概要は、次のとおりであります。 

 
①業務執行の適正性および効率性等の確保について 
当社は、経営理念に基づき「セコムグループ社員行動規範」を基準に法令・定款遵守の職務を執行しており、分野別

の法令改正への適切な対応、適時組織横断的な査察の実施、内部通報への適切な対応、財務報告に係る内部統制の有効

性に関する適切な評価により、業務の適正性を確保するよう努めております。また、より一層の内部統制強化およびコ

ーポレートガバナンス強化を図るべく継続して改革改善（関連する社報 10 件、規程改定９件）を進めております。 

当事業年度は 14 回の取締役会を開催し、経営方針および経営戦略にかかる重要事項の決定ならびに取締役からの業

務報告を行うとともに、社外取締役および監査役を交えた活発な審議の下において業務執行状況の監督を行いました。 

また、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス経営実行委員会を４回開催し、コンプライアンスおよび事業リ

スクに関する適時な情報（内部通報、法令適合性、内部統制を含む監査の計画および結果等）の共有を図るとともに、

重要な事案については関係取締役に対して迅速な情報展開を行い必要に応じて対策本部を立ち上げリスク管理を徹底

いたしました。取締役会議事録・決裁文書などは、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存および管理を行うとと

もに、業務運営情報（10 種）を全取締役および監査役へ閲覧開示する環境を整えております。 

 

②親会社との関係ならびに当社および子会社における業務の適正性を確保する体制について 

親会社の取締役、監査役との相互ミーティングによりグループシナジーの向上を図るとともに、親会社と当社の内部

監査部門の間において緊密な意見交換を行っております。 
当社の役職員が子会社の取締役および監査役に就任し、子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われていることを

監督するとともに、内部監査部門が監査計画に基づき当社各部門および子会社の業務監査を実施し、業務の適正性を確

保するよう努めております。また、月次にて報告された当社各部門および子会社からの運営概況をもとに、部門長並び

に子会社社長と適時に緊密な連絡をとり業務の適正に努め、「グループ会社運営規程」に基づく子会社からの重要事項

報告に対して適切に承認もしくは決裁等を行いました。IT 統制については当社の情報セキュリティに係る規則に則り

統制を確保し社員の情報セキュリティ意識の維持向上を図っております。 

 

③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について 

 当社は、監査役補助者として使用人を２名配置し、監査役の指示に従い監査業務を補助しております。監査役は、取

締役会のほか経営会議、投資会議ならびにコンプライアンス経営実行委員会等の重要会議に出席するとともに、稟議書

類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、当社および子会社の役職員から職務執行状況を聴取しております。また、代

表取締役社長、会計監査人との間で定期的に意見交換等を行うとともに、法務部門および内部監査部門等に対して月次

にてのヒヤリングを実施しております。当事業年度は 14 回の監査役会を開催しております。 

 

 

 



（単位：百万円）

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 8,758 7 9,802 △ 563 18,005

当期変動額

　剰余金の配当 △ 360 △ 360

　親会社株主に帰属する当期純利益 3,258 3,258

　自己株式の取得 △ 2 △ 2

　自己株式の処分 △0 0 0

　株主資本以外の項目の
　当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― △0 2,897 △ 2 2,895

当期末残高 8,758 7 12,700 △ 565 20,900

  

その他の包括利益累計額

その他
有価証券

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 15 90 △ 596 △ 490 436 17,950

当期変動額

　剰余金の配当 △ 360

　親会社株主に帰属する当期純利益 3,258

　自己株式の取得 △ 2

　自己株式の処分 0

　株主資本以外の項目の
　当期変動額(純額)

65 △ 16 965 1,014 △ 16 997

当期変動額合計 65 △ 16 965 1,014 △ 16 3,892

当期末残高 80 73 369 523 419 21,843

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

純資産合計

（自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）

連結株主資本等変動計算書

株主資本

非支配株主
持分



１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1-1.連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数　11社

主要な連結子会社名

1-2.持分法の適用に関する事項
(1) 持分法を適用した関連会社の数　１社

主要な会社名　共立航空撮影㈱
(2) 持分法を適用しない関連会社

①関連会社
１社

②持分法を適用していない理由

1-3.連結子会社の事業年度等に関する事項

1-4.会計方針に関する事項 
(1)資産の評価基準及び評価方法

①有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券

時価のあるもの

時価のないもの
移動平均法による原価法

②たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準　原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
仕掛品　主に個別法
その他のたな卸資産

商品・貯蔵品　 終仕入原価法

(2)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）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　  　　　  ５～50年
機械装置及び運搬具   　　　 ３～６年
工具、器具及び備品　　　    ３～５年

②無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

自社利用のソフトウエア          ５年（社内における利用可能期間）
③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

 連 結 注 記 表 

㈱GIS北海道、㈱GIS関東、東日本総合計画㈱、PT. Nusantara Secom InfoTech、PASCO (Thailand) Co.,
Ltd.

決算日前１ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法（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）

　株式売却によりAerodata International Surveys BVを連結の範囲から除外しております。

当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)は、いずれも連結計算書類に重要な影
響を及ぼしていないためであります。

連結子会社のうち、PT. Nusantara Secom InfoTech、PASCO (Thailand) Co., Ltd.のほか３社は決算日が
12月31日であり、その決算日の計算書類を使用しております。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引
については、連結上必要な調整を行っております。ほかの連結子会社の決算日は、連結決算日（３月31日）
と一致しております。



(3)引当金の計上基準 
①貸倒引当金

②賞与引当金

③役員賞与引当金

④工事損失引当金

(4)重要な収益及び費用の計上基準
①請負業務の収益の計上基準

(5)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
①消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
②退職給付に係る会計処理の方法

２．表示方法の変更に関する注記

2-1.「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「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）を当連結会計年度の
年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づ
き、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、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、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により発生の翌連結会計
年度から損益処理しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により収益処理しておりま
す。

未認識数理計算上の差異は、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職
給付に係る調整累計額に計上しております。

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に対応する額
を計上しております。

請負業務等の損失に備えるため、将来損失が発生すると見込まれ、かつ、連結会計年度末時点で当該
損失額を合理的に見積ることが可能な請負業務等について、翌連結会計年度以降の損失見積額を引当計
上しております。

請負業務について成果の確実性が認められる部分は工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例
法)を適用し、その他は工事完成基準を適用しております。

　役員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に対応する額を計上しており
ます。



３．会計上の見積りに関する注記

3-1.工事原価総額の見積りに関する注記

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

売 上 高 44,388 百万円

売 上 原 価 31,775

(2)会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

3-2.先進光学衛星事業に関する固定資産の評価に関する注記

(1)当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有 形 固 定 資 産 310 百万円

無 形 固 定 資 産 1,297

投資その他の 資産 のそ の他 37

(2)会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

４．連結貸借対照表に関する注記

4-1.その他のたな卸資産の内訳

商 品 22 百万円

貯 蔵 品 9

計 32

4-2.有形固定資産の減価償却累計額 

9,118 百万円

　請負業務について、成果の確実性が認められる部分は工事進行基準を適用して売上高および売上原価を算
定しておりますが、工事進行基準を適用する際の進捗率の算定に工事原価総額に基づく原価比例法を用いて
おり、工事原価総額の見積りは、工事進行基準の適用にとって重要であります。
　工事原価総額の見積りにあたっては、個々の請負業務案件の契約内容や性質に応じた見積りが必要となる
ほか、原価項目が多岐にわたり、業務の完了に必要なすべての作業内容に係る費用が工事原価総額に含まれ
ているか否かの複雑な判断が必要となっております。
　なお、工事進行基準適用における工事原価総額の見積りにあたり、業務着手後に作業内容の変更があった
場合、当該変更が適時かつ適切に工事原価総額の見積りに反映されない場合には工事原価総額および工事進
捗度が変動するため、翌連結会計年度の売上高および売上原価の金額に影響を与える可能性があります。

　先進光学衛星事業は、当社が民間事業者として衛星の地上システムを開発する事業であり、内閣府が公表
する宇宙基本計画工程表に基づき2022年度中の運用開始を計画しております。
　先進光学衛星事業の固定資産に明らかな減損の兆候はないものの、仮に先進光学衛星事業の経営成績が悪
化し、減損損失を計上することとなった場合には、連結計算書類に重要な影響が生じることになります。こ
の点、割引前将来キャッシュ・フローと固定資産の帳簿価額とを比較することにより、減損損失の認識の要
否判定を行った結果、減損損失の認識は不要と判定しております。なお、減損損失の認識が必要と判定した
場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額を減損損失として認識することとしてお
ります。
　当該判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、先進光学衛星の運用開始後に国内・海
外の顧客から一定の受注を獲得するといった、不確実性を伴う仮定を使用しております。そのため、使用し
た仮定の見直しが必要となった場合、将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼすことから、翌
連結会計年度の連結計算書類に影響を与える可能性があります。



4-3.偶発債務

(保証債務)

　下記の会社等の借入債務等に対し保証を行っております。

個人住宅ローン等 32 百万円

COWI A/S 30

計 63

５．連結損益計算書に関する注記 

5-1.工事損失引当金繰入額

売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額 201 百万円

６．連結株主資本等変動計算書に関する注記 

6-1.当連結会計年度末における発行済株式の種類、総数及び自己株式の数

(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 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 14,770,266 － － 14,770,266

(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 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 350,597 1,833 189 352,241

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加　 1,833 株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

　買増請求にかかる売却による減少 189 株

6-2.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  1株当たり配当額 基準日 効力発生日

2020年６月23日
定時株主総会

普通株式 360百万円 25.0円 2020年3月31日 2020年6月24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

配当金の総額 配当の原資  1株当たり配当額 基準日 効力発生日

504百万円 利益剰余金 35.0円 2021年3月31日 2021年6月23日

(変動事由の概要)

　2021年６月22日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次の通り
提案しております。



７．金融商品に関する注記 

7-1.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

(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

7-2.金融商品の時価等に関する事項

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

（1）現金及び預金 16,164 16,164 －
（2）受取手形及び売掛金 34,420

　　 貸倒引当金　※1 △ 47

34,372 34,372 －

（3）投資有価証券

　 　その他有価証券 347 347 －

 資産 計 50,884 50,884 －
（1）支払手形及び買掛金 4,465 4,465 －

（2）短期借入金 18,500 18,500 －

（3）長期借入金 15,200 15,197 △ 2

 負債 計 38,165 38,162 △ 2
　※1　受取手形及び売掛金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

　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銀行借入お
よびセコムグループからの融資による方針です。

　営業債権（受取手形及び売掛金）は、顧客の信用リスクに晒されており、外貨建ての営業債権は為替変
動リスクに晒されております。当社グループは「与信管理に関する取扱規程」に従い、取引先の信用状況
を把握する体制としております。投資有価証券は、基本的に株式であり、市場価格の変動リスクに晒され
ているため、上場株式については毎月時価の把握を行っております。
　営業債務（支払手形及び買掛金）は、基本的に２ヶ月以内の支払期日であります。
　資金調達は当社が行っており、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設
備投資に係る資金調達です。
　また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社は月次で資金繰計画を作成するな
どの方法により管理しております。

　2021年３月31日（当連結会計年度末）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額について
は、次のとおりです。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、次表には含まれており
ません（（注2）参照）。



（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産

(1) 現金及び預金、並びに (2) 受取手形及び売掛金

(3) 投資有価証券

（単位：百万円）

種類
連結貸借対照表

計上額
取得原価 差額

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 347 235 112

合計 347 235 112

    負 債
(1) 支払手形及び買掛金、並びに (2) 短期借入金

(3) 長期借入金

（注3）金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内

現金及び預金 16,164 - -

受取手形及び売掛金 34,251 117 3

合計 50,415 117 3
※受取手形及び売掛金については、貸倒引当金を控除しております。

（注4）借入金の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

１年以内 １年超５年以内

短期借入金 18,500 －

長期借入金 － 15,200

合計 18,500 15,200

８．１株当たり情報に関する注記  

１株当たり純資産額 1,485円95銭

１株当たり当期純利益 225円97銭

　これらは短期で決済されるため、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おりま
す。

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割
り引いて算定する方法によっております。

　これらは主として短期で決済されるため、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
ております。

　その他有価証券で時価のあるもの　株式は取引所の価格によっております。

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などができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「（3）投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

（注2）非上場株式（連結貸借対照表計上額533百万円）、関連会社株式（連結貸借対照表計上額233百万円）は、



９．その他の注記

9-1.（退職給付関係）

(1)採用している退職給付制度の概要

(2)複数事業主制度

①複数事業主制度の直近の積立状況（2020年３月31日現在）
年金資産の額 58,254 百万円

46,764

差引額 11,490

②複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合（2020年３月31日現在）
9.6 ％

③補足説明

(3)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（簡便法を適用した制度を除く。）

退職給付債務の期首残高 9,470 百万円

勤務費用 655

利息費用 30

数理計算上の差異の発生額 △ 97

退職給付の支払額 △ 531

退職給付債務の期末残高 9,528

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

年金資産の期首残高 8,583 百万円

期待運用収益 171

数理計算上の差異の発生額 1,162

事業主からの拠出額 805

退職給付の支払額 △ 513

年金資産の期末残高 10,209

③簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 199 百万円

退職給付費用 △ 43

退職給付の支払額 △ 11

制度への拠出額 △ 29

退職給付に係る負債の期末残高 114

年金財政計算上の数理債務の額と
低責任準備金の額との合計額

　当社および連結子会社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度および企業年金基金制度ならびに一
部について確定拠出年金制度を設けております。

　企業年金基金制度は総合設立の複数事業主制度であり、当社および連結子会社の拠出に対応する年金資産
の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度同様に会計処理しております。
　なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度および退職一時金制度は、簡便法により退職給付
に係る資産・負債および退職給付費用を計算しております。

　確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、148百万円で
あります。

　上記①の差引額の主な要因は、別途積立金14,542百万円から当年度不足金3,051百万円を控除した額で
す。



④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

積立型制度の退職給付債務 10,334 百万円

年金資産 △ 10,954

△ 619

非積立型制度の退職給付債務 53

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △ 566

退職給付に係る資産 723

退職給付に係る負債 157

連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 566

（注）簡便法を適用した制度を含みます。

⑤退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 655 百万円

利息費用 30

期待運用収益 △ 171

数理計算上の差異の費用処理額 128

簡便法で計算した退職給付費用 △ 43

確定給付制度に係る退職給付費用 599

⑥退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

数理計算上の差異 1,387 百万円

合計 1,387

⑦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。

未認識数理計算上の差異 532 百万円

合計 532

⑧数理計算上の計算基礎に関する事項
当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.0%

(4)確定拠出制度
　当社および連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、224百万円であります。

9-2.(その他追加情報)
　新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困難
な状況にありますが、現段階において入手可能な情報に基づいて、固定資産の減損損失および繰延税金資産
の回収可能性を含む見積り項目に与える影響は軽微であると仮定して見積りを行っております。
　しかし、この仮定は不確実性が高く、今後の動向によっては将来の連結計算書類に重要な影響を及ぼす可
能性があります。



株主資本等変動計算書

（自 2020年４月１日　至 2021年３月31日）

（単位：百万円）

株主資本

資本剰余金

当期首残高 8,758 425 0 426

当期変動額

　剰余金の配当

　当期純利益

　自己株式の取得

　自己株式の処分 △0 △0

　株主資本以外の項目の
　当期変動額(純額)

当期変動額合計 ― ― △0 △0

当期末残高 8,758 425 0 426

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金 自己株式

繰越利益剰余金

当期首残高 470 5,856 6,326 △ 547 14,964

当期変動額

　剰余金の配当 36 △ 396 △ 360 △ 360

　当期純利益 3,112 3,112 3,112

　自己株式の取得 △ 2 △ 2

　自己株式の処分 △0

　株主資本以外の項目の
　当期変動額(純額)

当期変動額合計 36 2,716 2,752 △ 2 2,750

当期末残高 506 8,572 9,079 △ 549 17,714

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 15 15 14,979

当期変動額

　剰余金の配当 △ 360

　当期純利益 3,112

　自己株式の取得 △ 2

　自己株式の処分 △0

　株主資本以外の項目の
　当期変動額(純額)

65 65 65

当期変動額合計 65 65 2,815

当期末残高 80 80 17,794

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

資本金
資本準備金 資本剰余金合計

利益準備金

その他資本
剰余金

株主資本合計
利益剰余金合計

純資産合計



１．重要な会計方針に係る事項に関する注記  

1-1.資産の評価基準及び評価方法 
(1)有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式　　　移動平均法による原価法
その他有価証券

時価のあるもの

時価のないもの

(2)たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準　原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

1-2.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）

　定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　  15～50年
構築物　　　　　　　  ５～40年
機械及び装置　　　　  ５年
車両運搬具 　　　　 　４～６年
工具､器具及び備品　　 ３～５年

(2)無形固定資産（リース資産を除く）
　定額法を採用しております。
　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

自社利用のソフトウェア  　５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
(4)長期前払費用

　定額法を採用しております。

1-3.引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金

(2)賞与引当金

(3)役員賞与引当金

(4)工事損失引当金

(5)契約損失引当金

(6)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および年金資産の見込額に基づき
計上しております。
　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により発生の翌事業年度か
ら損益処理しております。
　過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により収益処理しております。

 個 別 注 記 表 

決算日前１ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法（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）

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に対応する額を計上
しております。

　役員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に対応する額を計上しております。

　請負業務等の損失に備えるため、将来損失が発生すると見込まれ、かつ、事業年度末時点で当該損失額
を合理的に見積ることが可能な請負業務等について、翌事業年度以降の損失見積額を引当計上しておりま
す。

　将来の契約履行に伴い発生する可能性のある損失に備えるため、損失の見込額を計上しております。

仕掛品　　　　個別法
商品・貯蔵品　最終仕入原価法

移動平均法による原価法



1-4.重要な収益及び費用の計上基準

(1)請負業務の収益の計上基準

1-5.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1)消費税等の会計処理

　消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

２．表示方法の変更に関する注記

３．会計上の見積りに関する注記
3-1.工事原価総額の見積りに関する注記

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

売 上 高 40,276 百万円

売 上 原 価 29,888

(2)会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

3-2.先進光学衛星事業に関する固定資産の評価に関する注記

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

有 形 固 定 資 産 310 百万円

無 形 固 定 資 産 1,297

長 期 前 払 費 用 37

(2)会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

４．貸借対照表に関する注記

4-1.有形固定資産の減価償却累計額 8,090 百万円

4-2.偶発債務

(保証債務)

下記の会社等の借入債務に対し保証を行っております。

個人住宅ローン等 32 百万円

COWI A/S 30

計 63

4-3.関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

区分掲載されたもの以外の関係会社に対する金銭債権・金銭債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 281 百万円

長期金銭債権 134

短期金銭債務 497

　請負業務について成果の確実性が認められる部分は工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を
適用し、その他は工事完成基準を適用しております。

　連結計算書類「連結注記表」の3-1.に記載した内容と同一であります。

　連結計算書類「連結注記表」の3-2.に記載した内容と同一であります。

　「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）を当事業年度の年度末
に係る計算書類から適用し、計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。



５．損益計算書に関する注記  

5-1.関係会社との取引高

営業取引による取引高 

　　売上高 174 百万円

    仕入及び外注高等 1,617

営業取引以外の取引高 102

5-2.工事損失引当金繰入額

売上原価に含まれる工事損失引当金繰入額 200 百万円

5-3.契約損失引当金繰入額

売上原価に含まれる契約損失引当金繰入額 92 百万円

６．株主資本等変動計算書に関する注記 

    当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 350,597 1,833 189 352,241

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

　単元未満株式の買取りによる増加 1,833 株　

減少数の内訳は、次のとおりであります。

　買増請求にかかる売却による減少 189 株



７．税効果会計に関する注記 

7-1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

投資有価証券評価損 400 百万円

固定資産評価損 269

賞与引当金等 185

売掛金 112

貸倒引当金 68

未成工事損失金 61

資産除去債務 58

減価償却費 46

その他 165

繰延税金資産小計 1,367

評価性引当額 △ 604

繰延税金資産合計 763

(繰延税金負債)

退職給付引当金 △ 58

その他 △ 33

繰延税金負債合計 △ 91

繰延税金資産(負債)の純額 671



８．関連当事者との取引に関する注記 

8-1.親会社及び法人主要株主等 
議決権等
の所有 取引金額 期末残高

(被所有)割合 役員の 事業上 (百万円) (百万円)
(％) 兼任等 の関係

資金の返済 10,900
利息の支払 1

(注) 借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。　

8-2.兄弟会社等 
議決権等
の所有 取引金額 期末残高

(被所有)割合 役員の 事業上 (百万円) (百万円)
(％) 兼任等 の関係

親会社の 資金の借入 12,500 短期借入金 12,500
子会社 利息の支払 57 長期借入金 15,200
(注) 借入利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。　

９．1株当たり情報に関する注記  

１株当たり純資産額 1,234円21銭

１株当たり当期純利益 215円90銭

科目会社等の名称 取引の内容
関係内容

種類

なし ― 資金の借入セコムクレジット㈱

－

科目種類 会社等の名称
関係内容

取引の内容

役員の受入
5人

(被所有)
(直接) 72.2

セコム㈱親会社 資金の借入 短期借入金



10．その他の注記

10-1.(退職給付関係)

(1)採用している退職給付制度の概要

(2)複数事業主制度

①複数事業主制度の直近の積立状況 （2020年３月31日現在）

年金資産の額 58,254 百万円

年金財政計算上の数理債務の額と最低責任準備金の額
との合計額

46,764

差引額 11,490

②複数事業主制度の掛金に占める当社の割合（2020年３月31日現在）

8.7 ％

③補足説明

(3)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

退職給付債務の期首残高 9,411 百万円

勤務費用 657

利息費用 27

数理計算上の差異の発生額 △ 103

退職給付の支払額 △ 518

退職給付債務の期末残高 9,474

②年金資産の期首残高と期末残高の調整表

年金資産の期首残高 8,574 百万円

期待運用収益 171

数理計算上の差異の発生額 1,164

事業主からの拠出額 805

退職給付の支払額 △ 518

年金資産の期末残高 10,196

③退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

調整表

積立型制度の退職給付債務 9,474 百万円

年金資産 △ 10,196

△ 722

未認識数理計算上の差異 532

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △ 190

前払年金費用 △ 190

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △ 190

　企業年金基金制度は総合設立の複数事業主制度であり、当社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に
計算することができないため、確定拠出制度同様に会計処理しております。

　当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度および企業年金基金制度ならびに一部について確定
拠出年金制度を設けております。

　上記①の差引額の主な要因は、別途積立金14,542百万円から当年度不足金3,051百万円を控除した額で
す。

　確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、134百万円で
あります。



④退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用 657 百万円

利息費用 27

期待運用収益 △ 171

数理計算上の差異の費用処理額 129

確定給付制度に係る退職給付費用 643

⑤数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております。）

割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.0%

(4)確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、224百万円であります。

10-2.(その他追加情報)

    

　新型コロナウイルス感染症の影響については、今後の広がり方や収束時期等を正確に予測することは困
難な状況にありますが、現段階において入手可能な情報に基づいて、固定資産の減損損失および繰延税金
資産の回収可能性を含む見積り項目に与える影響は軽微であると仮定して見積りを行っております。
　しかし、この仮定は不確実性が高く、今後の動向によっては将来の計算書類に重要な影響を及ぼす可能
性があります。
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