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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
1．業務の適正を確保するための体制の概要

　当社は、業務の適正を確保するための体制に関する事項(内部統制システム構築の基本方針)につき、2015
年11月13日開催の取締役会にて、決議いたしました。当社の「内部統制システム構築の基本方針」の概要は
以下の通りです。
(1) 取締役、執行役員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(会社法

第362条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項第４号)
①　取締役、執行役員及び使用人が法令及び定款等を遵守するための行動規範としてコンプライアンス方針

を定め、社内外に掲示する。
②　法令及び定款等の遵守体制の確立・維持・向上のため、コンプライアンスに関する規程を制定し、リス

ク・コンプライアンス委員会を設置する。
③　取締役、執行役員及び使用人に対しコンプライアンス研修を実施するほか、各種会議体、社内イントラ

ネット、メール等による注意喚起を通じて、遵守すべき法令及び定款等につき周知徹底する。
④　内部監査部門は法令・定款等の遵守状況について監査し、代表取締役執行役員社長にその結果を報告す

る。
⑤　外部専門家を窓口とする内部通報制度を構築し、法令及び定款等に違反する行為などを使用人が発見し

た場合に報告できるようにする。
⑥　反社会的勢力への対応についての方針、規程を定め、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密に連携し、

反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制その他の対応に関する体制の確保・向上を図
る。

⑦　財務報告の信頼性を確保するために、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
準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用する。

(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(会社法施行規則第100条第１項第１号)
①　取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程及び情報セキュリティ管理規程等に従い、適切に作

成、保存、廃棄される。
②　情報・文書の保存期間・保存場所、責任部署は社内規程の定めるところによる。
③　取締役及び監査役は、これらの情報・文書を常時閲覧できる。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第１項第２号)
①　リスク管理体制の確立・維持・向上のため、リスク管理に関する規程を制定し、リスク・コンプライア

ンス委員会を設置する。
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②　リスク・コンプライアンス委員会は、定期的に想定されるリスクの特定、評価を行い、対策を講じるリ
スクについてリスク対応部署を決定するとともに、全社的なリスクを網羅的・統括的に管理する。

③　有事が発生した場合は、リスク管理に関する規程に従い、対策を検討・決定し、迅速かつ適切な対応を
とる。

④　内部監査部門はリスク管理体制について監査し、代表取締役執行役員社長にその結果を報告する。

(4) 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(会社法施行規則第100条第１項第３
号)

①　業務執行機能の強化と経営効率向上を図るため執行役員制度を導入する。
②　取締役会を原則として月１回、必要に応じて臨時に開催し、法令で定められた事項のほか、重要事項を

決定し、それに従い取締役及び執行役員は適正かつ効率的に職務を執行し、取締役会はそれを監督す
る。

③　取締役会での経営判断が効率的に行われるよう、取締役会上程事項の事前審議等を行う経営会議、リス
ク・コンプライアンスに関する事項の審議・報告等を行うリスク・コンプライアンス委員会を定期的に
開催する。

④　取締役会規程、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等を定め、取締役、執行役員及び使用人の職務
権限と担当業務を明確にする。

⑤　職務執行を適正かつ効率的に行うために、業務のシステム化、情報管理・伝達におけるペーパーレス化
を引き続き推進する。

(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第１項第５号イロハニ)
①　子会社の管理部門をグループ経営管理部とし、一定の職務執行については、関係会社管理規程に基づ

き、当社の承認又は当社への報告を要することとして、当社グループの業務の適正を確保する。当社の
監査役及び内部監査部門は、子会社の業務全般に関する監査を実施し、適宜改善指導等を行う。

②　子会社は業績等について定期的に当社に報告を行うほか、子会社の取締役は必要に応じて当社の重要な
会議に出席する。

③　当社は、リスク・コンプライアンス委員会に、当社及び子会社からなる企業集団におけるリスクを総括
的に管理する機能を担わせる。

④　子会社は、グループ経営管理部等の指導の下、当社と同等の組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等
を定め職務執行が効率的に行われる体制を整備する。

⑤　当社グループに共通のコンプライアンス方針を定め、社内外に掲示するとともに、当社グループの役職
員も外部専門家を通報窓口とする当社の内部通報制度に通報できることとし、当社グループ全体の法令
遵守体制を構築する。
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(6) 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(会社
法施行規則第100条第３項第１号第２号第３号)

　監査役の職務の補助をすべき使用人が必要な場合、代表取締役執行役員社長は、監査役の指揮・監督に服
する専任の使用人を選任することとする。選任した当該使用人の人事考課、異動、懲戒等については、監査
役の承認を要するものとする。

(7) 監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第３項第４号イロ第５号)
①　当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、監査役から

報告を求められた事項について速やかに監査役及び監査役会に報告する。
②　監査役は取締役会等の重要会議に出席するとともに、稟議書等の業務執行に関する重要な文書を閲覧

し、必要に応じて、当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人にその説明を求める。
③　監査役に対する報告を行ったことを理由として、当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人に対し

不利な取り扱いを行わない。

(8) 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(会社法施行規則第100条第３項第６
号第７号)

①　監査役は定時及び臨時に監査役会を開催し、情報の交換・協議を行う。
②　監査役は、代表取締役執行役員社長と定期的に情報・意見交換を実施するほか、会計監査人、内部監査

部門と緊密な連携を保つことで、監査の実効性確保を図る。
③　監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じるものとする。

2.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当連結会計年度の運用状況の概要は次の通りです。
(1) 取締役、執行役員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(会社法

第362条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項第４号)
・外部の弁護士を窓口とする内部通報制度を構築
・内部者取引防止規程を制定し、インサイダー取引に関する研修を実施
・財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備
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(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(会社法施行規則第100条第１項第１号)
・株主総会議事録、取締役会議事録及び計算書類等につき、法令の定めに則った保存期間の設定と適切

な管理を実施

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第１項第２号)
・クレーム事故対応に関する規程類の変更、周知徹底、運用を実施
・内部監査室による当社の各部門及び子会社の業務監査を実施

(4) 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(会社法施行規則第100条第１項第３
号)
・社外取締役及び監査役が出席する取締役会を15回、常勤監査役が出席する経営会議を10回開催

(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第１項第５号イロハニ)
・関係会社管理規程に基づく適正な管理を実施
・当社取締役会、経営会議等における、子会社による業績等の定期報告を実施

(6) 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(会社
法施行規則第100条第３項第１号第２号第３号)
該当事項はありません。

(7) 監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第３項第４号イロ第５号)
・監査役による取締役会への出席、常勤監査役による経営会議への出席
・監査役による業務執行に関する重要な文書の閲覧、当社各部門・子会社に対するヒヤリングの実施

(8) 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(会社法施行規則第100条第３項第６
号第７号)
・監査役会を14回開催し、当社各部門・子会社との情報・意見交換を実施
・監査役による代表取締役執行役員社長との定期的な情報・意見交換を実施
・監査役による会計監査人及び内部監査室との定期的な情報・意見交換を実施
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連結株主資本等変動計算書（自　2019年10月１日　至　2020年９月30日）

（単位：千円）

株 主 資 本 その他の包括利益累計額

新株予約権 純資産合計
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

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 800,623 641,793 2,038,809 △405,161 3,076,065 5,343 5,343 984 3,082,393

当期変動額

剰余金の配当 △336,237 △336,237 △336,237

親会社株主に
帰属する当期純利益 445,452 445,452 445,452

自己株式の取得 △304,246 △304,246 △304,246

自己株式の処分 △18,144 19,551 1,406 1,406

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △4,525 △4,525 △984 △5,510

当期変動額合計 － － 91,069 △284,695 △193,625 △4,525 △4,525 △984 △199,135

当期末残高 800,623 641,793 2,129,879 △689,856 2,882,439 817 817 － 2,883,257
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連結注記表
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) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況
・連結子会社の数　　　　　　　４社
・連結子会社の名称　　　　　　ミテモ株式会社

株式会社らしく
株式会社未来創造＆カンパニー
株式会社インソースデジタルアカデミー

②　非連結子会社の状況
・非連結子会社の名称　　　　　INSOURCE HONG KONG LIMITED
・連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模会社であり、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、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除
外しております。なお、当連結会計年度において清算が結了しております。

(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状況
・持分法適用の関連会社数　　　１社
・会社の名称　　　　　　　　　株式会社ダブルワークマネジメント

②　持分法を適用していない関連会社の状況
・会社の名称　　　　　　　　　INSOURCE HONG KONG LIMITED
・持分法を適用していない理由

持分法を適用していない会社は、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)等から
みて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性
がないため持分法の適用範囲から除外しております。なお、当連結会計年度において清算が結了してお
ります。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。
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(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

イ．その他有価証券
・時価のあるもの

連結会計年度末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

ロ．たな卸資産
・商品

移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
・仕掛品

個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産
定率法(ただし2016年４月１日以降に取得した建物附属設備は定額法)

　なお、主な耐用年数は次の通りであります。
建物  3 ～25年
工具、器具及び備品  3 ～15年

ロ．無形固定資産
定額法

　なお、主な耐用年数は次の通りであります。
自社利用のソフトウエア  3 ～5 年(社内における利用可能期間)

③　重要な引当金の計上基準
・貸倒引当金

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

④　その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ．のれんの償却方法及び償却期間

5年間の定額法により償却しております。
ロ．退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、確定拠出年金制度を採用しております。
ハ．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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２．追加情報
　固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等の判定・評価にあたり、当社グループの研修事業におけ
る新型コロナウイルスの感染拡大に伴う影響については、2021年９月期においては一定期間にわたり当該
影響が続くものの2021年９月期下期には需要が回復していくものと仮定を置き、会計上の見積りを行って
おります。なお、将来における実績値に基づく結果が、これらの見積り及び仮定とは異なる可能性がありま
す。

３．連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 21,310,750株
(2) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり配当額
(円) 基準日 効力発生日

2019年12月20日
定時株主総会 普通株式 336,237 16.00 2019年９月30日 2019年12月23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 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2020年12月18日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 387,152 18.50 2020年９月30日 2020年12月21日

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権(権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的と
なる株式の種類及び数

普通株式 17,500株
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４．金融商品に関する注記
(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預金等の安全性の高い金融資産で行
っております。なお、デリバティブ取引は行っておりません。
②　金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は主として株式であり、
市場価格の変動リスクに晒されております。
　未払金及び営業債務である買掛金は１年以内の支払期日であります。

③　金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

　営業債権については、販売管理要領及び与信管理要領に従い、グループ経営管理部が取引先の入金状
況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等
による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、当社の販売管理要領及び
与信管理要領に準じて、同様の管理を行っております。

ロ．市場リスクの管理
　投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況等を勘案して保有状況
を継続的に見直しております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
　当社グループは、各部署からの報告に基づきグループ経営管理部が適時に資金計画を作成・更新する
とともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2020年９月30日における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通りであります。

(単位：千円)

連結貸借対照表計上額(※) 時価(※) 差額

①　現金及び預金 2,219,868 2,219,868 －

②　売掛金 684,631 684,631 －

③　投資有価証券

その他有価証券 49,653 49,653 －

④　買掛金 (88,250) (88,250) －

⑤　未払金 (467,434) (467,434) －

⑥　未払法人税等 (87,095) (87,095) －

(※)負債に計上されているものについては、(　)で示しております。
(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

①　現金及び預金、②　売掛金
　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おります。
③　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又は取引金融機関から提

示された価格によっております。
④　買掛金、⑤　未払金並びに⑥　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おります。

(注２)敷金及び保証金(連結貸借対照表計上額195,856千円)は市場価格がなく、かつ将来のキャッシュ・フロー
を見積もることが出来ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため上表には含んでおりません。

(注３)非上場株式(連結貸借対照表計上額73,168千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

５．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 137円78銭
１株当たり当期純利益 21円22銭

６．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書（自　2019年10月１日　至　2020年９月30日）
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
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
合計繰越

利益剰余金

当期首残高 800,623 641,793 641,793 10,584 1,951,915 1,962,500 △405,161 2,999,755

当期変動額

剰余金の配当 △336,237 △336,237 △336,237

当期純利益 337,963 337,963 337,963

自己株式の取得 △304,246 △304,246

自己株式の処分 △18,144 △18,144 19,551 1,406

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － － △16,419 △16,419 △284,695 △301,114

当期末残高 800,623 641,793 641,793 10,584 1,935,496 1,946,081 △689,856 2,698,641

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他
有価証券

評価差額金
評価・換算
差額等合計

当期首残高 5,343 5,343 984 3,006,084

当期変動額

剰余金の配当 △336,237

当期純利益 337,963

自己株式の取得 △304,247

自己株式の処分 1,406

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △4,525 △4,525 △984 △5,510

当期変動額合計 △4,525 △4,525 △984 △306,624

当期末残高 817 817 － 2,699,459
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
(1) 資産の評価基準及び評価方法

ⅰ)有価証券の評価基準及び評価方法
①　子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法
②　その他有価証券

・時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

・時価のないもの
移動平均法による原価法

ⅱ)たな卸資産の評価基準及び評価方法
①　商品

移動平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
②　仕掛品

個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産
定率法(ただし2016年４月１日以降に取得した建物附属設備は定額法)

　なお、主な耐用年数は次の通りであります。
建物  3 ～25年
工具、器具及び備品  3 ～15年

②　無形固定資産
定額法

　なお、償却年数は次の通りであります。
自社利用のソフトウエア  3 ～5 年(社内における利用可能期間)

(3) 引当金の計上基準
・貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
イ．退職給付に係る会計処理の方法

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。
ロ．消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

２．追加情報
　固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等の判定・評価にあたり、当社の研修事業における新型
コロナウイルスの感染拡大に伴う影響については、2021年９月期においては一定期間にわたり当該影響
が続くものの2021年９月期下期には需要が回復していくものと仮定を置き、会計上の見積りを行ってお
ります。なお、将来における実績値に基づく結果が、これらの見積り及び仮定とは異なる可能性がありま
す。

３．貸借対照表に関する注記
関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

短期金銭債権 17,032千円
短期金銭債務 61,168千円

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 45,113千円
仕入高 310,527千円
販売費及び一般管理費 72,621千円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 383,568株
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６．税効果会計に関する注記
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

(単位：千円)

科 目 金 額

(繰延税金資産)

未払事業税 4,478

未払金(確定拠出年金移行分) 3,536

資産除去債務 23,893

未払賞与 62,925

未払法定福利費 9,379

関係会社株式評価損 5,276

投資有価証券評価損 26,035

その他 2,614

繰延税金資産合計 138,137

(繰延税金負債)

資産除去債務に対応する除去費用 13,616

その他有価証券評価差額金 360

繰延税金負債合計 13,977

繰延税金資産の純額 124,160

７．関連当事者との取引に関する注記
(1)子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(2)役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。
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８．１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額 128円99銭
１株当たり当期純利益 16円10銭

９．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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