
株式会社科学計算総合研究所
第15期 事業報告書

(令和 2年 4月から令和 3年 3月まで)

1 株式会社の現況に関する事項
1.1 事業の経過及びその成果
当期におけるわが国の経済は、昨年度から続く新型コロナウイルス感染症の世界的流行により、企業活動が制限さ
れ、景気は極めて厳しい状況にありました。足元では、変異株ウイルスの拡大により、収束の先行きは不透明な状況
が続いております。
当会計年度の売上高は 38百万円、営業損失 47百万円、経常損失 37百万円となりました。企業活動の制限により
受託研究開発案件の受注が減少したことで売上において前期に比べ減少となりましたが、従業員が受託業務に費やす
時間が少なくなったのを奇貨とし、研究開発に費やすことでソフトウェア・プロダクトの開発に注力しました。また、
知的財産の面でも、グラフニューラルネットワークを用いて数値解析を学習する技術数値解析を学習する技術 (特許
6845364) が特許登録されました。さらに、令和 2年 10月 5日に文部科学省から科学研究費補助取扱規程第２条第４
項に規定する研究機関としての指定を受け、より活発な研究開発活動およびその体制の構築を推し進めて参りました。

1.2 設備投資についての状況
当期に実施した設備投資は、総額 7百万円です。
主な設備投資の内容は、当社計算機の増設です。
なお、当該資金については自己資金により賄っております。

1.3 資金調達についての状況
当期に実施した資金調達は、総額 99百万円です。
運転資金の目的で、長期借入金を 79百万円、短期借入金を 20百万円実施しました。

1.4 重要な企業再編等の状況
該当する事項はありません。

1.5 対処すべき課題
前期に引き続き、世界の経済・社会活動において、新型コロナウイルスの感染拡大の収束の見通しが立たない中、
国内外の経済情勢の先行きを見極めることは困難な状況となっております。引き続き当社としては、様々な事業環境
の変化に注意を払い、迅速かつ柔軟な対応に努めてまいる所存であります。
当社では、受託研究開発だけでなく、当期で登録された特許を用いたリカーリング契約及びソフトウェア・プロダ
クトの開発を推し進めており、当期は プロダクトのβ版のリリースが完了しました。今後は、当該ソフトウェア・プ
ロダクトの開発人員の確保及び販路拡大のため、資金調達を計画しております。



1.6 直前三事業年度の財産及び損益の状況

第 13期 第 14期 第 15期
売上高 50,412千円 88,011千円 37,894千円
売上総利益 49,741千円 61,610千円 25,427千円
営業利益 7,707千円 ▲ 2,960千円 ▲ 46,533千円
当期純利益 6,332千円 ▲ 3,076千円 ▲ 36,795千円
1株あたり純資産 6,211円 5,835円 1,344円

1.7 重要な子会社の状況
該当する事項はありません。

1.8 主要な事業内容
計算科学分野における研究開発

• 当該分野における共同研究開発の受託
• 知的財産の創出及びその活用

1.9 主要な営業所及び工場等

本社（本店所在地） 東京都千代田区
コンピューティングサイト 茨城県土浦市

1.10 従業員の状況等

従業員数 22名（パートタイム含む）

1.11 主要な借入先及び借入額

長期
株式会社三井友銀行 30百万円
株式会社日本政策金融公庫 25百万円
株式会社商工組合中央金庫 24百万円
株式会社みずほ銀行 16百万円

短期
住信 SBIネット銀行株式会社 8百万円

1.12 その他会社の現況に関する重要な事項
該当する事項はありません。
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2 株式に関する事項
発行可能株式総数 65,536株
発行済株式総数 8,192株
株主数 3名
大株主の状況

株主名 当社への出資状況
持株数 持株比率

合同会社ペルセウス 6,144株 75.0%

森田直樹 1,024株 12.5%

堀江正信 1,024株 12.5%

3 新株予約権等に関する事項
3.1 当社役員が有する新株予約権の内容の概要（令和 3年 3月 31日現在）
該当事項はありません。

3.2 当期中に当社使用人に交付した新株予約権の内容の概要
該当事項はありません。

4 会社役員に関する事項
4.1 取締役および監査役の氏名等

氏名 地位および担当 重要な兼職の状況
井原遊 代表取締役、最高経営責任者 -

4.2 責任限定契約に関する事項
該当事項はありません。

4.3 取締役、会計参与、監査役又は執行役ごとの報酬等の総額

区分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額 (百万円) 員数
(百万円) 基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等 (人)

取締役 9 9 - - 1

(うち社外取締役) (0) (0) (-) (-) (0)

監査役 - - - - 0

(うち社外監査役) (-) (-) (-) (-) (0)

4.4 社外役員に関する事項
該当事項はありません。
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4.5 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
従業員の報酬額を参考にして、株主総会において諮るものとしております。

5 会計監査人の状況
当社は、会計監査人非設置会社であり、会計監査人を設置しておりません。

6 会社の体制及び方針
6.1 業務の適正を確保するための体制
当社はコーポレートガバナンスが有効に機能するために、内部統制システムの構築が必要考えております。今後の
組織変更を踏まえ、概ね３年間で実施していく内部統制システムの整備についての基本方針は以下の通りです。

1. 取締役・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
• コンプライアンスに係る規程を制定し、取締役・使用人の規範となる行動指針を定めるとともに、その徹
底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、社内教育を含めた全社横断的な取組みを行う。

• 内部通報制度を設け、常にその実効性の確保に努める。
• 監査部門が、コンプライアンスの実践状況につき、監査を行う。

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
• 取締役の職務の執行に係る文書その他の情報については、社内規程に従い、適切な保存及び管理を行う。
• 取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとする。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
• 各種リスクに対応するため、規程を制定し、リスク管理体制を整備する。
• 日常の各事業活動における個々のリスクに対する管理については、担当取締役の下で各部門が自立的運営
を行う。

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
• 事業運営に係わる重要事項については、社内規程に従い、経営会議の審議を経て、取締役会において執行
決定を行う。

• 取締役・監査役・事業部長・関連部室長等によって構成される経営連絡会において各部門の事業状況報告、
稟議事前説明及びその他の重要事項の連絡を行う。

5. 当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
• 子会社の管理運営に関する規程を制定し、その適正な運用を図る。
• 子会社から、定期的又は適宜に事業運営に係わる報告を求める。
• 子会社毎に責任部門を定めて子会社の事業運営の管理を行うとともに、子会社に取締役や監査役を派遣し
て、子会社におけるリスク管理及び効率的な業務執行のための助言・指導を行う。

• 監査部門が子会社に対して監査を行う。

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及び当該使用
人の取締役からの独立性、監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

• 監査役の職務を補助するため、監査役会の下に監査役会事務局を設置し、専任の使用人を配置する。
• 当該使用人は、監査役から直接指揮命令を受けるものとする。
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• 当該使用人の人事については事前に監査役会と協議を行い、その承認を得る。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
• 取締役及び使用人は、職務執行状況等について取締役会等の重要な会議を通じて、適宜適切に監査役に報
告する。

• 重要な決裁書類及び諸会議の議事録を監査役に回付する。
• 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、定期的又は適宜に必要な報告を行う。
• 内部通報制度の窓口が受付けた通報内容は監査役に報告するものとする。
• 監査役を内部通報制度における通報先の一つとする。
• 内部通報制度の通報者が、通報したことを理由として不利益な取扱いを受けないよう、規程に定める。

6.2 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
1. 取締役・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

• 研究部門を中心に公的研究費等に係る規程を施行しました。今後は、適宜公的研究費に係るガイドライン
に沿って必要な改正を行っていきます。

• その他の規程については準備を行っております。

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
• 文書基本規程その他の規程を制定を準備しております。
• 文書・情報の適切な保存及び管理は、推進しており取締役及び重要な使用人は、常時これらの文書を閲覧
できるようになっています。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
• 規程等については準備をしております。
• 経営会議において損失の危険性その他リスクについて議論しております。

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
• 経営会議を週一回の開催を原則として運営し、取締役及び重要な使用人の職務の執行が効率的に行われる
よう努めております。

5. 当社企業集団における業務の適正を確保するための体制
• 現時点において該当事項がありません。

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及び当該使用
人の取締役からの独立性、監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

• 現時点では、監査役設置会社ではないため、該当事項がありません。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
• 現時点では、監査役設置会社ではないため、該当事項がありません。

5


