
平成19年３月期　決算短信  
平成19年５月23日

上場会社名 株式会社ジャストシステム 上場取引所 ＪＱ

コード番号 4686 ＵＲＬ　http://www.justsystem.co.jp/

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）浮川　和宣

問合せ先責任者　（役職名）
取締役経営企画室

長兼広報IR室長
（氏名）鍋田　　毅 ＴＥＬ　（03）5412－3900

定時株主総会開催予定日 平成19年６月26日 配当支払開始予定日 －

有価証券報告書提出予定日 平成19年６月26日

（百万円未満切捨て）

１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 13,087 7.2 △3,071 － △3,287 － △2,460 －

18年３月期 12,213 △0.5 △1,121 － △905 － △930 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 △79 89  － △15.5 △13.3 △23.5

18年３月期 △30 65  － △5.7 △3.6 △9.2

（参考）持分法投資損益 19年３月期 0百万円 18年３月期 0百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 25,673 16,137 62.7 491 65

18年３月期 23,617 15,756 66.7 519 91

（参考）自己資本 19年３月期 16,075百万円 18年３月期 15,756百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 △2,805 △1,070 4,411 7,461

18年３月期 644 △304 △1,516 6,378

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期  －  －  － 3 00 3 00 90 － 0.6

19年３月期  －  －  －  － 0 00 － － －

20年３月期（予想）  －  －  －  － 0 00 － － －

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 6,000 13.9 △2,900 － △2,900 － △2,900 － △88 35

通期 16,700 27.6 △2,010 － △2,100 － △2,100 － △63 98
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 1社
（社名　Justsystems Canada 

Inc.）
除外 －社  

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、24ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 32,823,300株 18年３月期 31,305,800株

②　期末自己株式数 19年３月期 280株 18年３月期 1,000,280株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、37ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 12,748 5.2 △1,830 － △2,068 － △1,391 －

18年３月期 12,116 △0.8 △1,088 － △1,084 － △1,092 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 △45 17  －

18年３月期 △35 87  －

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期 25,711 16,583 64.5 504 99

18年３月期 22,926 15,253 66.5 503 32

（参考）自己資本 19年３月期 16,575百万円 18年３月期 15,253百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 5,700 11.5 △2,500 － △2,500 － △2,500 － △76 17

通期 15,700 29.6 △1,685 － △1,765 － △1,770 － △53 93

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、当社が発表日現在で合理的であると判断する一定の条件に基づき作成したものであり、

実際の業績は今後の様々な要因により予想と異なる場合があります。

㈱ジャストシステム (4686) 平成 19 年３月期決算短信

－ 2 －



１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

　当期の我が国の経済環境は、企業業績の改善に伴い、企業の設備投資需要は堅調に推移しました。一方個人消費は、

個人所得が前年の水準を依然下回っているものの、消費性向が高まり、前年比プラスに転じました。地方経済は依然

として、資産デフレが続き、雇用も地域格差が残っていますが、日本経済全体としては、着実な回復基調を継続して

いるものと思われます。

　パーソナルコンピュータ業界では、PCの国内出荷において、法人市場は景気回復やセキュリティ需要の伸びなどを

背景に、年度全体では堅調に推移しましたが、個人需要は、年度後半は新OS発売前の買い控えの影響があり、出荷台

数で、前年比94%、出荷金額で前年比91%と前年の水準に至りませんでした。また、PCの出荷金額の低下に伴い、店頭

におけるPC関連製品の販売も振るわず、売り場縮小の傾向にも変化はありませんでした。

このような経営環境の中、当社グループは店頭市場のてこ入れ、法人や文教向けを中心とした市場開拓及び国内及び

将来の北米における「xfy」の普及をにらんだ営業活動に力点を置いてまいりました。

ソフトウェア関連事業につきまして各事業部門別の状況は以下のとおりです。

（ビジネス＆パーソナル関連事業）

　コンシューマー向けパッケージソフトウェア販売事業では、店頭の売り場縮小が続き、販売環境は厳しい状態が続

いています。その中で、自社開発のソフトウェアは、使いやすさでユーザーから高い評価を受けているとは自負して

おりますが、一方で「一太郎」や「ラベルマイティ」などの文書編集系ソフトウェア、「ATOK」などの入力系ソフト

ウェアなど商品ラインナップに偏りがあり、PCの普及に伴うユーザーの利用シーンにあった製品を十分提供している

とはいえないと考えておりました。そこで、国内外の優れたソフトウェア会社の製品を、日本のユーザーに対し当社

のノウハウを付加して使いやすいソフトウェアとして提供する事業を強化しております。

　昨年11月にはロシアのカスペルスキー社と提携して総合セキュリティソフト「Kaspersky 6.0」を市場に投入しまし

た。高いウイルス検知率と素早い定義ファイル更新が評価され、発売初年度にもかかわらず、セキュリティソフト大

手３社に次ぐ販売実績を確保しました。また従来、法人ユーザーより、プレゼンテーションソフトがあれば採用でき

るのに、との声をいただいておりましたので、韓国のHaansoft社と提携し、プレゼンテーションソフト「Agree」を搭

載した「JUST Suite 2007」を３月に発売しました。「JUST Suite 2007」は発売後の販売実績は堅調ですが、当初発

売を２月９日に予定しておりましたところ、インストーラの一部に不具合があり、発売を３月９日に延期したことに

伴い、当期の売り上げの減少が３億円、在庫の廃棄損等の費用が１億50百万円発生しました。今回の件を厳粛に受け

止め、今後再発の防止に努めてまいります。事業全体では、「Kaspersky」の寄与もあり、売上高は52億円と前期を上

回りましたが、貢献利益はマイナスとなりました。

　ライセンス販売事業では、公共・文教市場を中心とする営業部門の売り上げは、地方自治体の財政悪化による予算

削減のため、一部の自治体での学校市場での売上高への影響が予想されたことから、自治体のニーズを取り入れた「一

太郎ガバメント」が好調に推移しました。また、昨年３月に市場投入した「TRUSTIA」は販売初年度としては順調な立

ち上がりをみせました。

　OEM事業では、主力の「BeatJam」の売上高については、携帯電話向けがPC向けを上回りました。事業全体では、PC

以外の組み込み系の売上高が前期より倍増し、初めてPC向けの売上高を上回る結果となりました。また、当社ソフト

ウェアをOEM供給しているFeliCaポート搭載PCの出荷が当期より開始されました。事業全体では、前期比111％となり

ました。

（ビジネスシステム事業）

ビジネスシステム事業では、「ConceptBase FAQ」にて大手企業の顧客を順調に確保したほか、「ConceptBase Net-

It」がポータル向けに、また保守収入が安定的に推移し、前期並みの12億円の売上高を確保しました。

（インターネットディスク事業）

　本格的な有償化から４年が経過したインターネットディスク事業は、法人向けサービスでは内部統制や個人情報保

護などの社会的関心の高まりを背景に社内の情報管理強化のために採用されるケースが増えており、引き続き堅調に

売り上げが伸び、売上高は前期比142％となりました。個人向けサービスでは顧客単価が伸び悩み、売上高は前期比

122%にとどまりましたが、事業全体での売上高は前期比132%となりました。

（xfy事業）

　xfy事業については、「xfy Enterprise　Solution 1.0」を昨年９月に、「xfy Enterprise　Edition 1.5」を今年

３月に出荷しました。「xfy Enterprise　Edition 1.5」は、XMLオブジェクトリポジトリを備え、XMLを通じた情報の

体系的な管理ができる本格的なXMLアプリケーション開発・実行環境です。日本市場では、日本ケミコン株式会社を始

め、７社で導入されました。欧米では、売り上げ実績をあげるには至りませんでしたが、海外の主要ベンダーのカン

ファレンス等に出展し、xfyの知名度向上に努めてまいりました。IBM社の「IBM Information On Demand」では、CTO 

Innovation Awardを受賞しました。

　一方、前期買収したXMetaL事業を展開するJustsystems Canada Inc.は、営業体制の強化に努めてまいりましたが、
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買収当初のサービス強化の方針が、販売パートナーとの関係に影響を及ぼしたため、再びパートナーとの協業重視の

営業体制に戻すなど、買収当初の立ち上がりが遅れ、計画の売り上げ水準に至りませんでした。

　以上の結果、売上高は130億87百万円と国内のソフトウェア関連事業を中心に前期から7.2％の増加となりました。

販売費及び一般管理費については、xfy関連の宣伝広告費や人件費、外注費、当期スタートした「Kaspersky」の宣伝

広告費負担が嵩んだことから、前期より13億69百万円増加し、営業損益は30億71百万円の損失となりました。なお、

xfy事業については、xfy事業単独での損益は32億円の損失、関連するXMetaL事業を含めたXML関連事業の損失は39億円

の損失となりました。経常損益につきましては、営業外費用で支払手数料を２億58百万円計上しましたので、32億87

百万円の経常損失となり、前期に比べ23億82百万円悪化しました。特別利益として投資有価証券の売却益51百万円等

を計上しましたが、特別損失として「JUST Suite 2007」の製品回収対応費用１億50百万円等を計上したため当期純損

失は24億60百万円となり、前期に比べ15億29百万円悪化しました。

　なお、当期の損失は、xfy事業の先行投資による損失、「JUST Suite 2007」の発売延期に伴う損失が中心ですが、

当初の計画に未達であったこともあり、誠に遺憾ながら、期末配当については見送りさせていただきます。

（次期の見通し）

　次期においては、当社グループは今後の主力製品と考える「xfy」を国内市場のみならず、欧米市場においても立ち

上げることが第一の目標です。開発投資については、前期でいったんピークアウトしたものの、欧米及び国内での営

業体制の構築については途上であり、まだまだ先行投資段階ですので損益的にはまだ投資フェーズが続きます。次期

は、xfyについては、当期において事業の立ち上がりの時間を要したことの反省から、xfyの利用シーンを想定したソ

リューションパッケージを市場に投入することにより、市場の裾野を広げるとともに、ソリューション毎の各チャネ

ルの開拓をはかっていきます。

　今後、SOX法や金融商品取引法等の内部統制関連法規の施行に伴い、社内統制文書と数値情報の統合的な活用のキー

テクノロジーとしてXMLが着目されるなど、XMLの活用の流れが確固となりつつあります。その中で、「xfy」は多様な

XMLデータを統合的かつ迅速に提供できるXMLアプリケーション開発・実行環境として可能性が広がっており、必ずや

当社グループの今後の大きな成長の柱となると確信しております。

その他の事業については、「Kaspersky」などデスクトップ製品のアライアンス関連事業は売り上げは増加するものの、

利益については若干の黒字を確保する程度と考えており、その他の事業については、売上高はほぼ横ばいと考えてお

ります。

そのため、売上高の予測は167億円と前期に比べ増加しますが、経常損失は21億円、当期純損失は21億円となる見込み

です。 

(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況に関する分析

資産合計は前連結会計年度比20億55百万円増加の256億73百万円となりました。

　流動資産は、前連結会計年度比24億39百万円増加の133億33百万円となりました。現金及び預金が10億95百万円

増加したことおよび受取手形及び売掛金が８億21百万円増加したことが主な要因です。

　有形固定資産は、前連結会計年度比１億87百万円減少の87億46百万円となりました。減価償却３億67百万円の実

施が主な要因です。

　無形固定資産は、前連結会計年度比11億36百万円増加の15億52百万円となりました。ソフトウェアの増加６億50

百万円、Justsystems Canada Inc.に関するのれんの計上３億75百万円が主な要因です。

　投資その他の資産は、前連結会計年度比13億32百万円減少の20億39百万円となりました。Justsystems Canada 

Holding Inc.を連結したことによる投資有価証券で５億２百万円および長期貸付金の減少６億９百万円が主な要因

です。

（負債の部）

　負債の部におきましては、短期借入金が23億42百万円増加したことや買掛金および未払金が４億38百万円増加し

たこと、長期借入金が６億68百万円減少したことしたことなどにより、17億81百万円増加の95億35百万円となりま

した（前連結会計年度は新株予約権を除く77億54百万円で比較）。

（純資産の部）

　新株予約権の行使による増資及び自己株式の処分により28億23百万円の増加、当期純損失24億60百万円を計上し

たことなどにより、純資産の部は２億74百万円増加の161億37百万円となりました。自己資本比率に関しましては

前連結会計年度末の66.7％より4.0％減少し、62.7％となりました（前連結会計年度は新株予約権および少数株主

持分を加えた158億63百万円で比較）。

② 連結キャッシュ・フローの状況 

（当期の概況）

　当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は74億61百万円となり、前

連結会計年度に比べ10億82百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりでありま
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す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動の結果使用した資金は28億５百万円（前連結会計年度は６億44百万円の増加）となりました。これは主

に、税金等調整前当期純損失34億25百万円を計上したこと、減価償却13億円を実施したこと及び売上債権が７億72

百万円増加したこと並びに未払金が１億93百万円増加したこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は10億70百万円（前連結会計年度は３億４百万円の使用）となりました。これは主

に、無形固定資産の取得による支出として11億87百万円を計上したこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は44億11百万円（前連結会計年度は15億16百万円の使用）となりました。これは主

に、株式の発行による収入16億87百万円、自己株式の処分による収入11億43百万円、短期借入金の増加23億10百万

円、長期借入金の返済により６億36百万円を支出したこと等によるものであります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　株主に対する利益還元につきましては、研究開発型企業として内部留保を高め、株主資本を有効に利用した積極的

な開発投資等を行い、当社の株式価値を高めることにより、株主に対して利益還元を行うことを基本方針としており

ます。中期的に一定水準以上の利益確保が可能な場合は、安定的な配当を目指します。

当期の配当につきましては、「xfy」の先行投資により多額の損失となることから見送らせていただきたく存じます。

また、次期につきましても同様の理由から、無配の予定であります。

 

(4）事業等のリスク

① 財政状態及び経営成績の異常な変動に関わるもの

当社グループを始めとするパッケージソフトウェア産業の特徴として、人件費等の固定費水準が高く、限界利益

率が高いことがあげられます。そのため、売上高が増加した場合の増益額が他の産業に比べ大きい一方、売上高が

減少した場合の減益額も他の産業に比べて大きく、利益の変動額が大きい傾向にあります。

また、当社グループのパッケージソフトウェアの発売時期は下半期に集中しており、かつ製品発売時に売上高が集

中する傾向があります。法人向けシステム製品事業においても、商談期間に数ヶ月を要するため、売上高が下半期

に集中する傾向があります。

② 特定の商品「一太郎」への依存度について

一太郎への依存については、公開直前期（平成９年３月期）の83％に比べ、現在は36％まで低下しておりますが、

顧客基盤も厚く、過去の研究成果の蓄積による機能の累計効果も大きく、高い収益性を確保しているため、一太郎

の売上高の急激な低下は当社グループの収益構造に大きな影響を与える可能性があります。ただし、公開時におい

て売上高の主要因であったハードメーカー向けプリインストールの売上金額は現在少額であり、店頭での売上高の

減少は当社のオンラインショッピングサイト「Just MyShop」で補完する一方、官庁や自治体市場向け販売を強化

しつつあり、売り上げ確保のリスク分散は進んでおります。

③ 新製品開発・市場投入の投資について

現在、当社は、xfy事業に対して、大きな先行投資を行っております。xfｙ関連の研究開発投資や欧米での先行

拠点展開費用が嵩み、xfy事業の当期損失は32億に及んでおります。xfy事業の立ち上がりに必要以上の時間がかか

る場合は、当社グループの業績や財務状況に重要な影響を与える可能性があります。

また、今年３月に三菱東京UFJ銀行を主幹事とする知的所有権を担保としたコミットラインを設定いたしましたが、

2009年３月期の黒字化及び純資産が前年の水準の75％以下の水準に割り込まない事が継続の条件となっております。

以上の業績水準を満たせない場合、資金調達に支障を来す場合があります。

④ 知的財産侵害について

当社グループでは、知的財産を企業の重要な経営資源と位置付け、第三者の知的財産権に対する侵害予防及び保

有している知的財産権の保護に努めております。第三者よりその知的財産権を侵害したとして訴訟を受け、製造販

売中止あるいは損害賠償などが必要になった場合には、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性

があります。また、第三者による当社グループの知的財産権侵害について当社グループからの主張が認められない

場合には、当社グループの競争優位性が確保されず、結果として当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼ

す可能性があります。

⑤ 保有資産の減損リスクについて

地価の大きな下落などが生じた場合に、固定資産の減損に係る会計基準の適用により、当社グループの業績及び

財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 情報システムのリスクについて
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当社グループは、通信販売やインターネットサービスなどのために多数のお客様の個人情報を保持しております。

当社グループは重要な情報の紛失、誤用、改ざんなどを防止するためシステムを含めた情報管理に対して適切なセ

キュリティ対策を実施しております。しかし、停電、災害、ソフトウェアや機器の欠陥、コンピュータウイルスの

感染、不正アクセスなど予測の範囲を超える出来事により、情報システムの停止、情報の消失、漏洩、改ざんなど

のリスクがあります。このような事態が発生した場合には営業活動に支障をきたし、当社グループの業績及び財政

状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 製品の品質について

安心してご使用いただけるソフトウェアをお客様に提供することが当社の使命であり、当社はそのために出荷前

に入念なテストを行うなどの品質管理に努めております。しかしながら、様々な要因から予期せぬ品質上の問題が

発生することがあり、その場合、製品の販売の延期や回収等の措置により、当社の業績に影響を与える可能性があ

ります。

⑧ 海外展開への投資について

当社グループは海外への事業展開に対して投資を行っております。このため、進出先の国の法令制度、取引慣行

などへの対応ができない場合は、現地における事業展開に支障をきたし、またxfyの事業に関わる売上高の立ち上

がりが遅れる際、費用のみが先行し、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況
 

 

国内ユーザー 海外ユーザー 

連結子会社 
㈱ジャストシステムサービス 

連結子会社 
Justsystems US Holding, Inc. 

連結子会社 
Justsystems Evans Research,Inc. 

 

連結子会社 
騰龍計算機軟件(上海)有限公司 

国   内 海   外 

㈱

ジ

ャ

ス

ト

シ

ス

テ

ム

（

当

社

） 

業務委託等 

米国持株会社 

ソフトウェア研究開発 

研究開発委託 

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

関

連

事

業 

連結子会社 
Justsystems Europe(UK) Limited. 

ソフトウェア販売 

持分法適用非連結子会社 
南 京南大 騰龍軟 件有限 公司 

研究開発委託 

連結子会社 
Justsystems, Inc. 

ソフトウェア販売 

連結子会社 
Justsystems Canada Holding Inc. 

連結子会社 
J u s t s y s t e m s  C a n a d a  I n c . 

ソフトウェア開発・販売 

カナダ持株会社 

連結子会社 
大 連 佳 思 騰 軟 件 有 限 公 司 

 研究開発委託 

（注）１．上記の他、連結子会社として㈱ジェイバーンがありますが、同社は現在営業を停止しております。

２．Justsystems Evans Research, Inc.、Justsystems, Inc.、Justsystems Canada Holding Inc.及び

Justsystems Canada Inc.は、Justsystems US Holding, Inc.を通じた間接所有の会社であります。

３．南京南大騰龍軟件有限公司は、騰龍計算機軟件（上海）有限公司を通じた間接所有の会社であります。

４．平成19年３月付けでCLAIRVOYANCE CORPORATIONは、Justsystems Evans Research, Inc.に商号変更しており

ます。 
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５．平成19年４月付けでJustsystems, Inc.及びJustsystems Europe(UK) Limited.はそれぞれ、Justsystems 

North America, Inc.、Justsystems EMEA Limited.に商号変更しております。

６．平成19年４月付けでJustsystems Canada Holding Inc.とJustsystems Canada Inc.は合併し、Justsystems 

Canada Inc.となっております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

株式会社ジャストシステムは、1979年の創立以来、一貫してコンピュータの可能性に着目し、「人」を中心に置い

た知的創造活動の支援のためのソフトウェア開発を続けてきました。特に「ことば」をコンピュータで扱うための技

術やノウハウの研究を中核とした新しい製品やサービスを市場に投入してまいりました。当社の製品は個人の文書処

理から法人組織の知識情報管理・データ統合まで幅広く活躍の場を広げ、お客様や社会の価値創造に深く寄与してお

ります。当社の製品やサービスを通じてお客様や社会の発展に資することで、当社の株主、お客様や市場、さらには

社員が求める企業価値を総合的に高めていくことを基本方針としています。

ここ数年は、言語処理技術・使いやすいユーザーインターフェース技術や、法人向け高度知識情報管理のための統

合的なプラットフォーム技術に加え、インターネット時代のデータ統合のキープラットフォームであるXMLのアプリ

ケーション開発・実行環境「xfy」の研究開発を強化しております。企業や組織が複合化や合併・統合などを迫られて

いる中で、組織内のノウハウやデータとWeb上や外部の情報を統合的に扱う技術としてXMLが着目されていますが、業

界毎に決められた様々なボキャブラリーが混在することが普及の障害になっています。「xfy」はボキャブラリーや

データ形式の垣根を超えて、統合的にXMLを扱う環境を提供することで情報を統合的に扱う企業が持つ競争力を飛躍的

に上昇させる世界最高水準のものです。このxfyプラットフォーム群の上に様々なソリューション製品・サービス群を

開発、製品化し、お客様の明日の成長と当社の発展を目指します。 

 

(2）目標とする経営指標

当社グループが属するソフトウェア業は固定費が高く、限界利益率も高いため、損益分岐点を超えた場合、高い利

益率を確保する一方、損益分岐点を割り込んだ場合、大きな赤字を計上することになります。また、当社グループは

研究開発型の企業のため、研究開発の成果が収益化するのに時間を要する場合があります。そのため、当社グループ

は単年度の利益額よりも中期的な売り上げ拡大に伴う粗利益額の拡大を目指すことで、企業成長をはかってまいりま

す。 

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、コミュニケーションに必須である「ことば」をコンピュータで扱うためのノウハウや技術の研究

に加え、企業や組織が複合化や合併・統合などを迫られている中で、組織内の知識やノウハウとWeb上や外部の情報を

統合的に扱う技術の研究を行い、さらには企業内や、電子商取引等企業間でやりとりされるデータを統合的に管理す

る基盤システムであるXMLのアプリケーション開発・実行環境「xfy」の開発を進めることで、企業の競争力、成長力

の向上や人間の可能性を広げる環境の創造に貢献しております。また、その価値を活用した新しく、かつ高付加価値

の製品やサービスを市場に投入していきます。

現在、当社グループはお客様の特性に対応して、以下の４つの事業を主力としております。

パッケージソフト事業においては、ネット直販やホワイトボックスなどパソコンの購入チャネルの多様化に伴い、店

頭での市場は縮小傾向にありますが、当社の直販ECサイト「Just MyShop」を強化するとともに販売店様のECサイト等

の新規チャネルを開拓し、ユーザーのカバー率の確保に努めます。また、お客様の選択肢を増やすために、良質なソ

フトウェアを開発するソフトウェアベンダーと連携し、当社製品のラインナップを広げると同時に、粗利益額の拡大

も目指します。

　ライセンス事業においては、一部の報道等で地方財政の悪化が報道されたことにより、公共文教市場でのＩＴ投資

に抑制傾向が出てきました。当社では、地方の公共・文教市場でのネットワークを生かすため、地方の民間市場を公

共・文教営業が担当し、民間ライセンス営業には、首都圏・大阪圏で大規模なユーザー開拓に特化させることとしま

した。また、官公庁ではXML化が進み、欧米では省庁毎の壁で閉ざされた情報を国民の視点で提供するサービスが始

まっており、我が国でも行政サービスの向上・効率化において不可欠となる行政データ・書類のXML化が始まっており

ます。当社グループは、xfyベースのアプリケーションの可能性を探ってまいります。外字対応などの日本語ソリュー

ションを含め、プラットフォームに依存しない統合的な製品・ソリューションの提供で市場を盤石なものにします。

文教市場向けソフトウェアでは、現在17,500校に114万ライセンスが導入されているジャストスマイルや、ジャスト

ジャンプについて、現場の先生方の声を取り入れ、関連製品の強化をはかります。

　OEM事業においては、 ハードメーカーとのビジネス関係を通じて、パソコンに限らず、携帯電話、カーナビ、ゲー

ム機器など新しいネットワーク端末に「ATOK」を搭載させる「AAA（ATOK　Anytime　Anywhere）戦略」を引き続き推

進していくほか、デジタル家電の可能性を広げる「BeatJam」や、「FeliCaポート」を搭載したパソコン向けのFeliCa

対応アプリケーションを提供するなど、新しい製品・サービスを開拓してまいります。

　ビジネスシステム事業では、お客様へのソリューション提案の横展開をはかり、営業プロセスの強化・チーム制の

導入を目指すと同時に、お客様に新しい業務プロセス改革を提案し、１社当たりの単価アップをはかります。

　現在、社会の潮流としては、投資家保護、企業の合併統合、グローバルな研究開発・市場投入が大きなテーマとなっ

ています。これらの問題解決の手段が、様々な情報を部品として扱うことで、業務プロセスを統合させ、データ統合
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や業務の効率化を可能にするのがXMLです。ただし、XML普及の大きな障害は、業務に特化した多様なボキャブラリー

とスキーマ依存のデータ管理でデータ活用の柔軟性に制限があることです。XMLアプリケーション開発・実行環境

「xfy」はそれらの問題を解決し、企業活動の迅速な変化に対応できる環境を提供します。当社グループは、「xfy」

をベースとした事業を、日本はもとより北米や欧州などでこうした変革が進む市場で展開していくことを目指しま

す。

　当社グループでは、既存の個人向け、官公庁・文教向け、民間向けに広がる営業ネットワークの有効利用を通じて

安定的な利益を確保しながら、世界市場での展開が可能だと考えるxfy事業を成長のコアエンジンとして、グループ全

体としての企業成長を目指します。扱う情報量が飛躍的に広がりつつあるIT業界の中で、ユーザーに的確な利用環境

を提供するために、各市場の営業力・提案力の向上に努め、当社グループ製品単独での営業・提案のみならず、当社

グループ製品とパートナー企業の有する製品・商品を組み合わせて、付加価値向上と市場開拓力を強めることで、当

社グループの目指すハイブリッド型の企業構造への変革を進めます。

一方で、効率的な企業運営に努め、選別投資を進めることで、中期的な業績の向上に努めたいと考えております。 

 

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループは、言語処理技術や「xfy」など高い技術優位性を生かした高付加価値な製品・サービスを当初の市場

投入を通じて、お客様や社会の価値創造に寄与したいと考えております。「xfy」については、日米欧などの企業活動

のグローバル化や合併提携などダイナミックな企業活動が進展しており、「xfy」の特性を生かした柔軟なデータ活用

環境が求められる領域を重点的に開拓していきたいと考えております。

XML活用の進展が期待される米国市場から製品投入していきたいと考えております。

　当期は、日本では金融商品取引法、欧州ではMiFID（金融商品市場指令）が施行され、広範な投資家保護が金融機関

に要請されます。各金融機関は、新しい投資家保護のガイドラインに従って膨大なマニュアルを作成する必要性が生

まれると同時に、投資家に必要なデータを適切に提供することが義務づけられます。金融商品の数は日々増加してい

きますので、金融機関はコンテンツを部品化し、迅速に環境整備を行うことが必須となります。その際に、データの

統合を容易にし、柔軟なデータ活用環境を提供する「xfy」は必要不可欠になってくると考えます。当社グループとし

ては、このようなユーザーの潜在ニーズを見つけ、その課題を解決する手段にどう「xfy」を組み込んでいくかがxfy

事業の立ち上げのための重要課題と考えております。当期も、xfy事業は先行投資は続きますが、必ずここ数年のうち

に結実し、今後の当社グループの大きな成長の柱となると確信しております。

　また、当社グループは中期的な研究開発の比率が高い水準にありますので、「xfy」や統合プラットフォームの開発

の過程で生まれた研究開発成果を、パッケージソフト・ライセンス製品を含め、他の当社グループ製品に波及させ、

当社グループの製品力の向上と開発モジュールの全体最適を進めると同時に、要素技術の適用の可能性を模索するこ

とで、収益力の強化・研究開発テーマ創成能力の向上に努めます。

以上を通じて、早期に確実な売上高をあげ、成長軌道に復帰したいと考えております。 

 

(5）内部管理体制の整備・運用状況

　当該項目に関しましては、株式会社ジャスダック証券取引所ホームページで公開しているコーポレートガバナンス

に関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に掲載しております。 

 

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  6,378,106   7,473,932   

２．受取手形及び売掛金   3,654,677   4,476,032   

３．たな卸資産   305,482   426,087   

４．繰延税金資産   297,480   293,793   

５．その他   263,532   672,640   

６．貸倒引当金   △4,444   △8,514   

流動資産合計   10,894,835 46.1  13,333,973 51.9 2,439,137

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物及び構築物  10,007,557   10,048,220    

(2）工具器具備品  1,960,010   1,879,135    

(3）土地  3,569,077   3,569,077    

(4）その他  35,627   31,819    

減価償却累計額  △6,637,920   △6,781,309    

有形固定資産合計   8,934,352 37.8  8,746,944 34.1 △187,408

２．無形固定資産         

(1）のれん   －   375,605   

(2）ソフトウェア ※１  251,765   902,689   

(3）ソフトウェア仮勘
定

※１  156,687   15,081   

(4）その他   7,500   258,896   

無形固定資産合計   415,954 1.8  1,552,272 6.1 1,136,318
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※２  1,613,575   813,158   

(2）長期貸付金   609,699   －   

(3) 繰延税金資産   －   204,034   

(4）投資不動産 ※１  167,627   －   

(5）前払年金費用   236,937   256,440   

(6）その他   759,726   781,175   

(7）貸倒引当金   △14,781   △14,881   

投資その他の資産合
計

  3,372,783 14.3  2,039,928 7.9 △1,332,855

固定資産合計   12,723,090 53.9  12,339,145 48.1 △383,945

資産合計   23,617,926 100.0  25,673,118 100.0 2,055,192

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   460,767   591,842   

２．短期借入金 ※１  936,000   3,278,000   

３．未払金   1,135,255   1,442,642   

４．未払法人税等   70,751   55,564   

５．賞与引当金   441,713   471,699   

６．その他   502,837   731,952   

流動負債合計   3,547,325 15.0  6,571,702 25.6 3,024,377

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  2,907,000   2,239,000   

２．繰延税金負債   773,990   107,009   

３．退職給付引当金   517,188   567,212   

４．新株予約権   55,170   －   

５．その他   8,963   50,775   

固定負債合計   4,262,312 18.1  2,963,996 11.5 △1,298,316

負債合計   7,809,637 33.1  9,535,698 37.1 1,726,061

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   52,115 0.2  － － △52,115
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  6,520,198 27.6  － － △6,520,198

Ⅱ　資本剰余金   8,236,760 34.9  － － △8,236,760

Ⅲ　利益剰余金   872,620 3.7  － － △872,620

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  114,212 0.5  － － △114,212

Ⅴ　為替換算調整勘定   422,897 1.8  － － △422,897

Ⅵ　自己株式 ※４  △410,516 △1.8  － － 410,516

資本合計   15,756,172 66.7  － － △15,756,172

負債、少数株主持分及
び資本合計

  23,617,926 100.0  － － －

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  7,376,948 28.7 7,376,948

２．資本剰余金   － －  9,844,703 38.4 9,844,703

３．利益剰余金   － －  △1,678,922 △6.5 △1,678,922

４．自己株式   － －  △516 0.0 △516

株主資本合計   － －  15,542,212 60.6 15,542,212

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  43,442 0.2 43,442

２．為替換算調整勘定   － －  489,736 1.9 489,736

評価・換算差額等合計   － －  533,179 2.1 533,179

Ⅲ　新株予約権   － －  8,694 0.0 8,694

Ⅳ　少数株主持分   － －  53,333 0.2 53,333

純資産合計   － －  16,137,419 62.9 16,137,419

負債純資産合計   － －  25,673,118 100.0 －
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   12,213,881 100.0  13,087,986 100.0 874,105

Ⅱ　売上原価   3,171,697 26.0  4,626,136 35.3 1,454,439

売上総利益   9,042,183 74.0  8,461,849 64.7 △580,333

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１        

１．広告宣伝費  1,403,558   1,688,762    

２．従業員給料手当  2,201,775   2,828,661    

３．賞与引当金繰入額  224,996   226,132    

４．退職給付費用  61,726   44,454    

５．研究開発費  2,461,094   2,162,572    

６．業務委託費  1,059,367   1,105,014    

７．減価償却費  148,707   184,376    

８．その他 ※２ 2,602,189 10,163,415 83.2 3,293,436 11,533,412 88.1 1,369,997

営業損失   1,121,231 △9.2  3,071,562 △23.4 1,950,331

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  11,699   31,049    

２．違法コピー和解金  59,457   27,790    

３．受取賃貸料  137,973   35,410    

４．パートナーシップ利
益

※３ 235,146   －    

５．その他  25,198 469,476 3.8 65,635 159,887 1.2 △309,589

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  77,772   66,037    

２．賃貸費用  29,876   22,759    

３．支払手数料  93,877   258,328    

４．その他  51,823 253,350 2.0 28,867 375,993 2.9 122,642

経常損失   905,105 △7.4  3,287,668 △25.1 2,382,563
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※４ －   1,617    

２．投資有価証券売却益  240,067   51,131    

３．その他  12,344 252,412 2.1 40 52,788 0.4 △199,623

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※５ 13,091   16,086    

２．固定資産売却損 ※６ 7,911   136    

３．投資有価証券評価損  －   23,617    

４．製品回収対応費 ※７ －   150,417    

５．減損損失 ※８ 876,990   －    

６．その他  9,492 907,485 7.4 100 190,358 1.5 △717,127

税金等調整前当期純
損失

  1,560,178 △12.7  3,425,238 △26.2 1,865,059

法人税、住民税及び
事業税

 44,874   36,579    

法人税等調整額  △673,427 △628,553 △5.1 △1,000,161 △963,581 △7.4 △335,028

少数株主損失   917 △0.0  1,029 △0.0 △112

当期純損失   930,708 △7.6  2,460,627 △18.8 1,529,918
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   8,399,510

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１．ストック・オプションの
権利行使に伴う新株発行
による増加高

 29,579 29,579

Ⅲ　資本剰余金減少高    

１． 連結子会社が保有する
親会社株式の売却に伴う
減少高

※１ 192,328 192,328

Ⅳ　資本剰余金期末残高   8,236,760

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,896,212

Ⅱ　利益剰余金減少高    

１．当期純損失  930,708  

２．配当金  92,883 1,023,591

Ⅲ　利益剰余金期末残高   872,620
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
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

平成18年３月31日　残高（千円） 6,520,198 8,236,760 872,620 △410,516 15,219,063

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 856,750 856,734   1,713,485

剰余金の配当（注）   △90,916  △90,916

当期純損失   △2,460,627  △2,460,627

自己株式の処分  751,208  410,000 1,161,208

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

856,750 1,607,942 △2,551,543 410,000 323,149

平成19年３月31日　残高（千円） 7,376,948 9,844,703 △1,678,922 △516 15,542,212

 

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

為替換算調
整勘定

 評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 114,212 422,897 537,109 55,170 52,115 15,863,458

連結会計年度中の変動額       

新株の発行   －   1,713,485

剰余金の配当（注）   －   △90,916

当期純損失   －   △2,460,627

自己株式の処分   －   1,161,208

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

△70,769 66,839 △3,929 △46,476 1,217 △49,188

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△70,769 66,839 △3,929 △46,476 1,217 273,961

平成19年３月31日　残高（千円） 43,442 489,736 533,179 8,694 53,333 16,137,419

（注）平成18年６月23日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純損
失

 △1,560,178 △3,425,238  

減価償却費  643,124 1,300,067  

固定資産除売却損  21,003 16,223  

パートナーシップ利益  △235,146 －  

投資有価証券売却益  △240,067 △51,131  

投資有価証券評価損  － 23,617  

減損損失  876,990 －  

受取利息及び配当金  △15,426 △32,108  

支払利息  77,772 66,037  

売上債権の減少額（△
増加額）

 894,657 △772,747  

たな卸資産の増加額  △92,799 △120,605  

仕入債務の増加額  166,502 115,840  

未払金の増加額  264,771 193,561  

その他  △31,254 △29,781  

小計  769,948 △2,716,264  

利息及び配当金の受取
額

 15,422 31,879  

利息の支払額  △75,945 △64,045  

法人税等の支払額  △64,896 △48,688  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 644,528 △2,797,120 3,441,649
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

有形固定資産の取得に
よる支出

 △53,460 △183,208  

無形固定資産の取得に
よる支出

 △521,880 △1,187,621  

投資有価証券の取得に
よる支出

 △257,522 △15,602  

関係会社の株式の取得
による支出

 △498,499 －  

投資不動産の売却によ
る収入

 756,022 168,960  

投資有価証券の売却に
よる収入

 731,112 244,022  

関係会社への貸付によ
る支出

 △598,199 －  

その他  137,481 △97,207  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △304,945 △1,070,656 △765,711

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

 短期借入金の純増加額  － 2,310,000  

長期借入金の返済によ
る支出

 △1,476,000 △636,000  

株式の発行による収入  59,217 1,687,403  

自己株式の取得による
支出

 △410,272 －  

 自己株式の処分による
収入

 － 1,143,820  

子会社が保有する親会
社株式の売却による収
入

 348,129 －  

新株予約権発行による
収入

 55,170 44,186  

新株予約権買取による
支出 

 － △55,170  

親会社による配当金の
支払額

 △92,883 △90,916  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,516,637 4,403,323 5,919,960

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

 57,208 41,930 △15,278

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額（△減少額）

 △1,119,846 577,476 1,697,322

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 7,497,952 6,378,106 △1,119,846
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

 Ⅶ　新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加

 － 505,521 505,521

Ⅷ　現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 6,378,106 7,461,104 1,082,998
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　７社

(株)ジャストシステムサービス、(株)

ジェイバーン、Justsystems US 

Holding, Inc.、CLAIRVOYANCE 

CORPORATION、Justsystems, Inc.、

騰龍計算機軟件（上海）有限公司、

大連佳思騰軟件有限公司

　Justsystems, Inc.については、当

連結会計年度において新規設立に伴う

出資を行ったため、新たに連結の範囲

に含めております。

(1）連結子会社の数　10社

(株)ジャストシステムサービス、

(株)ジェイバーン、Justsystems US 

Holding, Inc.、Justsystems Evans 

Research,Inc.（旧 CLAIRVOYANCE 

CORPORATION）、Justsystems, 

Inc.、Justsystems Canada Holding 

Inc.、Justsystems Canada Inc.、

Justsystems Europe(UK) Limited.、

騰龍計算機軟件（上海）有限公司、

大連佳思騰軟件有限公司

Justsystems Canada Holding Inc.及

びJustsystems Canada Inc.は重要性

が増したことから、Justsystems 

Europe(UK) Limited.については、新

たに設立したことから、当連結会計年

度より連結の範囲に含めておりま

す。 

なお、平成19年４月付けで

Justsystems, Inc.及びJustsystems 

Europe(UK) Limited.はそれぞれ、

Justsystems North America, Inc.、

Justsystems EMEA Limited.に商号変

更しております。また、平成19年４月

付けでJustsystems Canada Holding 

Inc.とJustsystems Canada Inc.は合

併し、Justsystems Canada Inc.と

なっております。

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

Justsystems Canada Holding Inc.

Justsystems Canada Inc.

南京南大騰龍軟件有限公司

(2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

南京南大騰龍軟件有限公司

（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、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。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法を適用した非連結子会社数

３社

Justsystems Canada Holding Inc.及

びJustsystems Canada Inc.につきま

しては、当連結会計年度において新規

設立に伴う出資を行ったため、持分法

適用会社に含めております。

(1）持分法を適用した非連結子会社数

　１社
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(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、当該

会社の事業年度に係る財務諸表を使用

しております。

(2）　　　　　　同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社のうち騰龍計算機軟件（上海）

有限公司及び大連佳思騰軟件有限公司の決

算日は12月末日、Justsystems 

US Holding, Inc.、Justsystems,Inc.、

CLAIRVOYANCE CORPORATIONの決算日は２月

末日であります。連結財務諸表の作成にあ

たっては、同決算日現在の財務諸表を使用

し、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。

連結子会社のうち騰龍計算機軟件（上海）

有限公司及び大連佳思騰軟件有限公司の決

算日は12月末日、Justsystems 

US Holding, Inc.、Justsystems,Inc.、

Justsystems Evans Research, Inc.（旧 

CLAIRVOYANCE CORPORATION）、

Justsystems Canada Holding Inc.及び

Justsystems Canada Inc.の決算日は２月

末日であります。連結財務諸表の作成にあ

たっては、同決算日現在の財務諸表を使用

し、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。

４．会計処理基準に関する事

項

  

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

有価証券

親会社及び国内連結子会社

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

有価証券

親会社及び国内連結子会社

その他有価証券

時価のあるもの

決算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

時価のないもの

同左

 

 

投資事業組合への出資

組合契約に規定される決算報告日

に応じて入手可能な最近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。

在外連結子会社

所在地国の会計基準の規定に基づく評

価方法

在外連結子会社

同左

たな卸資産

主として総平均法による原価法

たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産及び投資不動産

親会社及び国内連結子会社

定率法

なお、主な耐用年数は下記のとおり

であります。

建物及び構築物　10～65年

工具器具備品　　２～20年

有形固定資産

親会社及び国内連結子会社

同左

在外連結子会社

所在地国の会計基準の規定に基づく定

額法

在外連結子会社

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

無形固定資産

親会社及び国内連結子会社

ソフトウェア

市場販売目的のパッケージソフト

ウェア制作費については、見込販売

可能期間（デスクトップ製品：18ヶ

月、システム製品：36ヶ月）におけ

る見込販売数量に基づく償却額と見

込販売可能期間に基づく定額償却額

のいずれか大きい額により償却して

おります。

自社利用ソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法により償却しており

ます。

無形固定資産

親会社及び国内連結子会社

ソフトウェア

市場販売目的のパッケージソフト

ウェア制作費については、見込販売

可能期間（デスクトップ製品：18ヶ

月、システム製品：18～36ヶ月）に

おける見込販売数量に基づく償却額

と見込販売可能期間に基づく定額償

却額のいずれか大きい額により償却

しております。

自社利用ソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法により償却しており

ます。

その他の無形固定資産

 定額法

その他の無形固定資産 

同左 

在外連結子会社 在外連結子会社

 のれん

所在地国の会計基準に従い、減損の

判定を実施し、減損が発生している

場合には、帳簿価額を減額すること

としております。 

その他の無形固定資産 

主として所在地国の会計基準の規定

に基づく定額法

その他の無形固定資産 

 同左

(3）繰延資産の処理方法 新株予約権発行費

支出時の費用として処理しております。

新株予約権発行費

同左

(4）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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

貸倒引当金

同左

賞与引当金

親会社及び国内連結子会社は、従業員の

賞与の支給に充てるため、支給見込額基

準により計上しております。

賞与引当金

同左

退職給付引当金

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退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。

数理計算上の差異は、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（５年）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度より費用処理しております。

退職給付引当金

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退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。

数理計算上の差異は、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（５年）による定額

法により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度より費用処理しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（会計方針の変更）

当連結会計年度より「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正」（企業会計基準

第３号　平成17年３月16日）及び「「退

職給付に係る会計基準」の一部改正に関

する適用指針」（企業会計基準適用指針

第７号　平成17年３月16日）を適用して

おります。これにより当連結会計年度の

営業損失、経常損失及び税金等調整前当

期純損失はそれぞれ8,063千円減少して

おります。

 

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。なお、在外連結

子会社の資産、負債、収益及び費用は、決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は資本の部における為替換算調整

勘定並びに少数株主持分に含めております。

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。なお、在外連結

子会社の資産、負債、収益及び費用は、決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調

整勘定並びに少数株主持分に含めておりま

す。

(6）重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

(7）重要なヘッジ会計の方

法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。な

お、為替予約については、振当処理の

要件を満たしている場合は振当処理を

採用しております。

ヘッジ会計の方法

同左

(8）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

税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理方法

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

連結剰余金計算書は連結会社の利益処分に

ついて連結会計年度中に確定した利益処分

に基づいて作成しております。

──────

７．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、手許現金、

要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、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短期的な投資から

なっております。

同左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当連結会計年度より固定資産の減損に関する会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に係る意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日）及び「固定

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税金等調整前当期純損失が876,990千円

増加しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しており

ます。

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は、16,075,392

千円であります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　短期借入金536,000 千円（１年内返済予定の長期借

入金536,000千円を含む）、長期借入金

2,907,000千円に対して下記の資産を担保に供して

おります。

※１　短期借入金568,000千円（１年内返済予定の長期借

入金568,000千円を含む）、長期借入金2,239,000千

円に対して下記の資産を担保に供しております。

建物及び構築物 3,938,719千円

土地 3,409,893千円

投資不動産 161,351千円

計 7,509,963千円

建物及び構築物 3,800,362千円

土地 3,409,893千円

計 7,210,255千円

なお、上記のほか、日本政策投資銀行からの長期借

入金250,000千円に対して、親会社のプログラム著

作物であるＡＴＯＫ16、ＡＴＯＫ17、ＡＴＯＫ2005

及びＡＴＯＫ 2006を質権設定しております。

プログラム著作物は、評価額の算定が困難であるた

め、金額の記載を省略しております。

なお、上記のほか、日本政策投資銀行からの長期借

入金150,000千円に対して、親会社のプログラム著

作物であるＡＴＯＫ16、ＡＴＯＫ17、ＡＴＯＫ

2005、ＡＴＯＫ 2006及びＡＴＯＫ 2007を質権設定

しております。

また、2007年３月30日付で締結したコミットメント

ライン契約（上限58億円）に際して、当社のプログ

ラム著作物である一太郎2007、ＡＴＯＫ 2007、ジャ

ストスマイル３及びxfy Enterprise Edition1.5を質

権設定する契約が締結されています。上記プログラ

ム著作物の一部はソフトウェア（期末帳簿価額

575,656千円）として計上されております。

取引保証のため、現金及び預金12,828千円（120千カ

ナダドル）を担保に供しております。

※２　非連結子会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

※２　非連結子会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

投資有価証券 505,680千円 投資有価証券 7,512千円

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式31,305,800株で

あります。

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式32,823,300株で

あります。

※４　当社及び連結子会社が保有する自己株式の数は、普

通株式1,000,280株であります。

※４　当社及び連結子会社が保有する自己株式の数は、普

通株式280株であります。

　５　親会社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しており

ます。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

　５　親会社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しており

ます。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 3,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 3,000,000千円

当座貸越極度額の総額 3,500,000千円

借入実行残高 2,310,000千円

差引額 1,190,000千円

㈱ジャストシステム (4686) 平成 19 年３月期決算短信

－ 25 －



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は、2,461,094千

円であります。

なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありま

せん。

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は、2,162,572千

円であります。

なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありま

せん。

※２　販売費及び一般管理費の「その他」の主な内訳は次

のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費の「その他」の主な内訳は次

のとおりであります。

賃借料 488,195千円

旅費交通費 353,148千円

従業員賞与 230,815千円

支払報酬 225,567千円

荷造運送費 165,214千円

通信費 117,507千円

支払手数料 113,817千円

賃借料 549,348千円

旅費交通費 492,224千円

支払報酬 362,385千円

採用求人費 207,685千円

従業員賞与 206,897千円

荷造運送費 168,498千円

販売促進費 155,215千円

※３　パートナーシップ利益は、米国連結子会社が出資す

る投資事業組合の含み益について、米国の会計基準

に基づき当社持分相当額を収益計上したものであり

ます。

※３　　　　　　　　──────

※４　　　　　　　────── ※４　固定資産売却益は、投資不動産の売却によるもので

あります。

※５　固定資産除却損のうち、主なものは工具器具備品の

除却によるものであります。

※５　　　　　　　　　　同左

※６　固定資産売却損のうち、主なものは建物の売却によ

るものであります。

※６　固定資産売却損のうち、主なものは工具器具備品の

売却によるものであります。

※７　　　　　　　────── ※７　製品回収対応費は、JUST Suite 2007の不具合によ

る在庫の廃棄と回収に関連する費用であります。

※８　減損損失 ※８　　　　　　　　──────

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしました。

 

地区 用途 種類 減損損失

徳島市 賃貸不動産 土地及び
建物等

754,878千円

徳島市他 駐車場等 土地 122,111千円

減損損失の算定に当たっては、他の資産又は資産グ

ループのキャッシュ・フローから概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって

資産のグルーピングを行い、賃貸不動産及び遊休資

産については個別物件単位で、事業用資産について

は管理会計上の区分にてグルーピングを行いました。

賃貸不動産について将来的なキャッシュ・フローが

簿価を下回っており売却を予定しているもの、及び

駐車場等のうち遊休資産で地価が下落しており今後

の利用見込みのないものについて減損損失を認識い

たしました。

なお、賃貸不動産については売却見込額を、また遊

休資産については不動産鑑定評価に基づく正味売却

価額等を回収可能価額として評価しております。
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（連結剰余金計算書関係及び連結株主資本等変動計算書関係）

連結剰余金計算書関係

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前連結会計年度 
（自　平成18年４月１日 
至　平成19年３月31日） 

※１．海外連結子会社のJUSTSYSTEM, Inc.（現社名

Justsystems US Holding, Inc.）が当社株主より

贈与を受けて保有していた当社株式を、当期にお

いて同社が全株売却したことによる減少でありま

す。なお、当該株式については、米国会計基準に

基づき処理したことにより512,500千円を資本剰余

金及び自己株式としてそれぞれ計上しており、売

却時の円換算額との差額を「連結子会社が保有す

る親会社株式の売却に伴う減少高」に記載してお

ります。

※１．　　　　　　　──────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注１） 31,305,800 1,517,500 － 32,823,300

合計 31,305,800 1,517,500 － 32,823,300

自己株式（注２）     

普通株式 1,000,280 － 1,000,000 280

合計 1,000,280 － 1,000,000 280

（注）１．増加株式数の内訳は、新株予約権の権利行使に伴う新株発行による増加1,517,500株であります。

２．減少株式数の内訳は、新株予約権の権利行使に伴う自己株式の処分による減少1,000,000株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成18年12月８日取締役

会決議の新株予約権
普通株式 － 2,100,000 1,600,000 500,000 8,694

合計 － － 2,100,000 1,600,000 500,000 8,694

なお、平成18年12月８日取締役会決議分の新株予約権については、条件に従い平成19年４月18日付で残存する全てを

取得し、その後直ちに消却しております。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月23日

定時株主総会
普通株式 90,916 3 平成18年３月31日 平成18年６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はありま

せん。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※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

※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

現金及び預金 6,378,106千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

－千円

現金及び現金同等物 6,378,106千円

現金及び預金 7,473,932千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

△12,828千円

現金及び現金同等物 7,461,104千円
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（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 129,647 287,691 158,043 112,684 173,924 61,240

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 100,000 102,250 2,250 100,000 106,520 6,520

(3）その他 242,755 278,530 35,775 209,775 217,602 7,827

小計 472,403 668,472 196,069 422,459 498,047 75,587

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － － － － －

(2）債券       

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 201,098 196,789 △4,309 101,500 98,852 △2,647

小計 201,098 196,789 △4,309 101,500 98,852 △2,647

合計 673,501 865,261 191,759 523,959 596,899 72,939

　（注）　上記のほか、米国子会社の有する投資事業組合持分（前連結会計年度末連結貸借対照表計上額36,960千円、当

連結会計年度末連結貸借対照表計上額19,063千円）が投資有価証券に含まれております。当該投資事業組合持

分については、米国会計基準に基づき時価による評価が行われており、当該評価損益は営業外費用の「その他」

に計上しております。

２．前連結会計年度及び当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
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

307,769 240,067 － 244,022 51,131 －

３．時価評価されていない主な有価証券

 

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券   

非上場株式 205,672 189,683
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(1）取引の内容

　通貨関連において為替予約取引を利用しております。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　親会社のデリバティブ取引は、将来の為替変動による

リスク回避を目的として利用しており、投機的な取引は

行わない方針であります。連結子会社については、関係

会社管理部門の管理の元において、デリバティブ取引は

行わないこととしております。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　親会社のデリバティブ取引は、通貨関連の外貨建金銭

債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確

保を図る目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　為替予約

ヘッジ対象　外貨建未払金

　　　　　　　外貨建予定取引

ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ方針

将来の為替変動によるリスク回避を目的として利用し

ており、投機的な取引は行わない方針であります。

ヘッジ方針

同左

ヘッジの有効性の評価

ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することに

より有効性の評価を行っております。ただし、振当処

理の要件を満たしている為替予約については、有効性

の評価を省略しております。

ヘッジの有効性の評価

同左

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを有し

ております。なお、これらの取引の契約先は信用度の高

い金融機関に限っているため、相手先の契約不履行によ

るリスクはほとんどないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　親会社が行うデリバティブ取引の執行・管理について

は、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従

い、経理部門が決裁権限者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

　デリバティブ取引については、該当事項がないため記載

しておりません。

　デリバティブ取引については、該当事項がないため記載

しておりません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　親会社については、確定給付型の制度として退職一時金制度のほか定年者に対する適格退職年金制度を、国

内連結子会社の一部については退職一時金制度を採用しております。

　また、海外連結子会社の一部については確定拠出型の制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △840,349 △912,306  

(2）年金資産（千円） 633,634 705,084  

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △206,715 △207,221  

(4）未認識年金資産（千円） － －  

(5）未認識数理計算上の差異（千円） △73,536 △103,549  

(6）
連結貸借対照表計上額純額（千円）

(3)＋(4)＋(5)
△280,251 △310,771  

(7）前払年金費用（千円） 236,937 256,440  

(8）退職給付引当金（千円）(6)－(7) △517,188 △567,212  

     

　（注）　連結子会社の退職給付債務の算定に当たり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

退職給付費用（千円） 129,583 104,991

(1）勤務費用（千円） 90,505 95,995

(2）利息費用（千円） 14,926 15,899

(3）期待運用収益（減算）（千円） 12,210 15,841

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 36,362 8,938

　（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「(1）勤務費用」に含めております。

２．確定拠出制度の退職給付費用は、「(1）勤務費用」に含めて計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３月31日）

(1）割引率（％） 2.0 2.0

(2）期待運用収益率（％） 2.5 2.5

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4）過去勤務債務の額の処理年数 － －

(5）数理計算上の差異の処理年数（年） 5 5
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

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

（流動資産） （流動資産）

繰延税金資産  

賞与引当金 178,999千円

たな卸資産 37,549千円

その他 80,931千円

繰延税金資産合計 297,480千円

繰延税金資産  

賞与引当金 191,144千円

たな卸資産 19,029千円

その他 83,619千円

繰延税金資産合計 293,793千円

（固定資産） （固定資産）

繰延税金資産  

繰延税金資産小計 16,245千円

評価性引当額 △439千円

繰延税金資産合計 15,805千円

（投資その他の資産のその他

に含めて表示）

 

（固定負債）

繰延税金資産  

無形固定資産 258,941千円

繰越欠損金 647,153千円

投資不動産 64,131千円

退職給付引当金 191,756千円

有形固定資産 100,115千円

投資有価証券 83,918千円

その他 23,675千円

繰延税金資産小計 1,369,692千円

評価性引当額 △693,457千円

繰延税金資産合計 676,235千円

繰延税金負債  

プログラム準備金 1,271,179千円

その他有価証券評価差額金 77,547千円

特別償却準備金 5,681千円

前払年金費用 95,817千円

繰延税金負債合計 1,450,226千円

繰延税金負債の純額 773,990千円

繰延税金資産  

無形固定資産 381,163千円

繰越欠損金 667,467千円

退職給付引当金 228,112千円

有形固定資産 93,671千円

投資有価証券 40,889千円

その他 9,188千円

繰延税金資産小計 1,420,492千円

繰延税金負債  

プログラム準備金 △1,005,810千円

その他有価証券評価差額金 △29,496千円

特別償却準備金 △2,265千円

前払年金費用 △103,704千円

繰延税金負債合計 △1,141,277千円

評価性引当額 △75,180千円

繰延税金資産の純額 204,034千円

（固定負債） 

繰延税金資産  

繰越欠損金 834,471千円

その他 47,455千円

繰延税金資産小計 881,927千円

繰延税金負債  

有形固定資産 △117,350千円

その他 △680千円

繰延税金負債小計 △118,030千円

評価性引当額 △870,905千円

繰延税金負債の純額 △107,009千円

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要な項目別の内訳

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。

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要な項目別の内訳

法定実効税率 △40.4％

（調整）  

住民税均等割額 0.5％

評価性引当額 7.4％

その他 4.4％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △28.1％
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社グループの事業区分はソフトウェア関連事業のみであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省

略しております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当社グループの事業区分はソフトウェア関連事業のみであるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省

略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％

超であるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％

超であるため、記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　連結売上高に占める「海外売上高」の割合が10％未満のため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　連結売上高に占める「海外売上高」の割合が10％未満のため、記載を省略しております。

㈱ジャストシステム (4686) 平成 19 年３月期決算短信

－ 34 －



（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権
等の所
有（被
所有）
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社

(有)ヴァ

モス

（注）３

徳島県

徳島市
3,000

不動産賃

貸業
なし 1

駐車場

の賃借
賃借料の支払 2,883 － －

役員が議決権の

過半数を所有し

ている会社

(株)キャ

リアクエ

ストクラ

ブ

（注）４

東京都

千代田

区

14,000

キャリア

開発教育

サービス

なし 1

コンサ

ルタン

ト業務

コンサルタント

報酬の支払
2,100 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

コンサルタント報酬については、取引毎に協議の上決定しております。

賃貸料の受取及び賃借料の支払については、近隣の取引実勢に基づいて、契約期間ごとに決定しております。

３．当社相談役橋本昭及びその近親者が議決権の100％を直接保有しております。

４．当社役員渡邊邦昭が議決権の100％を直接保有しております。

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。

(2）役員及び個人主要株主等

属性
会社等の
名称

住所

資本金
又は出
資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権
等の所
有（被
所有）
割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員及びその近

親者が議決権の

過半数を所有し

ている会社

(株)ハッ

ピーコム

（注）２

東京都

港区 
30,000

マーケティ

ング、調査、

販売促進企

画 

なし 1

販売促

進の業

務委託 

ソフトウェア

製品の販売 
277 － －

業務委託 10,057 未払金 2,500

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

取引条件は、取引毎に協議の上決定しております。 

 

(3）子会社等

　該当事項はありません。

(4）兄弟会社等

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 519.91円

１株当たり当期純損失 30.65円

１株当たり純資産額 491.65円

１株当たり当期純損失 79.89円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失を計上しているため記載を省

略しております。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失を計上しているため記載を省

略しております。

　（注）　１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 930,708 2,460,627

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 930,708 2,460,627

期中平均株式数（株） 30,359,409 30,798,912

（重要な後発事象）

該当事項はございません。 

 

 　（開示の省略）

　リース取引関係及びストック・オプション等関係につきましては、開示の必要性が大きくないと考えられるため、

また、企業結合等に関しては該当事項がないため、開示を省略しております。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金 ※１  4,833,539   6,537,896   

２．受取手形   3,119   2,730   

３．売掛金   3,641,175   4,364,119   

４．商品   104,280   95,056   

５．製品   77,158   123,766   

６．原材料   88,376   140,773   

７．貯蔵品   32,767   56,300   

８．前払費用   107,818   120,901   

９．前払金   －   460,919   

10．繰延税金資産   284,635   279,998   

11．その他   142,639   43,912   

12．貸倒引当金   △4,207   △8,232   

流動資産合計   9,311,304 40.6  12,218,144 47.5 2,906,839

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産 ※１        

(1）建物  8,929,103   8,928,153    

減価償却累計額  4,188,376 4,740,727  4,421,763 4,506,390   

(2）構築物  1,076,378   1,076,378    

減価償却累計額  701,569 374,808  741,103 335,275   

(3）機械装置  8,872   8,872    

減価償却累計額  8,429 443  8,429 443   

(4）車両運搬具  17,160   16,189    

減価償却累計額  14,457 2,703  14,201 1,988   

(5）工具器具備品  1,851,175   1,702,922    

減価償却累計額  1,631,154 220,021  1,476,805 226,117   

(6）土地   3,569,077   3,569,077   

有形固定資産合計   8,907,782 38.9  8,639,292 33.6 △268,490
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア ※１  250,974   764,417   

(2）ソフトウェア仮勘定  ※１  156,825   15,098   

(3）その他   7,500   5,766   

無形固定資産合計   415,300 1.8  785,282 3.1 369,981

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   1,062,717   778,011   

(2）関係会社株式   1,892,304   1,898,081   

(3）関係会社出資金   198,790   198,790   

(4）関係会社長期貸付金   50,202   －   

(5）長期前払費用   23,720   73,463   

(6）繰延税金資産   －   190,505   

(7）差入保証金   676,959   665,439   

(8）投資不動産 ※１  167,627   －   

(9）前払年金費用   236,937   256,440   

(10）その他   36,517   11,468   

(11）貸倒引当金   △53,402   △3,300   

投資その他の資産合計   4,292,373 18.7  4,068,900 15.8 △223,472

固定資産合計   13,615,455 59.4  13,493,475 52.5 △121,980

資産合計   22,926,759 100.0  25,711,619 100.0 2,784,859

         

㈱ジャストシステム (4686) 平成 19 年３月期決算短信

－ 39 －



  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   457,049   600,687   

２．短期借入金   400,000   2,710,000   

３．一年内返済予定長期借
入金

※１  536,000   568,000   

４．未払金   1,224,482   1,473,903   

５．未払法人税等   43,831   40,421   

６．預り金   27,137   60,699   

７．賞与引当金   413,215   441,761   

８．その他   431,288   469,468   

流動負債合計   3,533,004 15.4  6,364,942 24.8 2,831,937

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  2,907,000   2,239,000   

２．繰延税金負債   695,443   －   

３．退職給付引当金   474,175   518,393   

４．新株予約権   55,170   －   

５．預り保証金   8,655   5,324   

固定負債合計   4,140,444 18.1  2,762,717 10.7 △1,377,726

負債合計   7,673,448 33.5  9,127,660 35.5 1,454,211

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  6,520,198 28.4  － － △6,520,198

Ⅱ　資本剰余金         

１．資本準備金  1,729,579   －   △1,729,579

２．その他資本剰余金         

(1）資本準備金減少差益  6,187,010   －   △6,187,010

資本剰余金合計   7,916,589 34.5  － － △7,916,589

Ⅲ　利益剰余金         

１．任意積立金         

(1）プログラム準備金  3,367,147   －    
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(2）特別償却準備金  13,676   －    

３．当期未処理損失  2,267,996   －    

利益剰余金合計   1,112,827 4.9  － － △1,112,827

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

  114,212 0.5  － － △114,212

Ⅴ　自己株式 ※３  △410,516 △1.8  － － 410,516

資本合計   15,253,310 66.5  － － △15,253,310

負債・資本合計   22,926,759 100.0  － － －

 （純資産の部）         

 Ⅰ　株主資本         

 １．資本金   － －  7,376,948 28.7 7,376,948

 ２．資本剰余金         

 (1)資本準備金  －   2,586,314    

 (2)その他資本剰余金  －   6,938,218    

 資本剰余金合計   － －  9,524,532 37.0 9,524,532

 ３．利益剰余金         

 (1)その他利益剰余金         

 プログラム準備金  －   1,481,357    

 特別償却準備金  －   3,336    

 繰越利益剰余金  －   △1,853,836    

 利益剰余金合計   － －  △369,142 △1.4 △369,142

４．自己株式   － －  △516 △0.0 △516

 株主資本合計   － －  16,531,822 64.3 16,531,822

 Ⅱ　評価・換算差額等         

 １．その他有価証券評価差
額金

  － －  43,442 0.2  

 評価・換算差額等合
計

  － －  43,442 0.2 43,442

 Ⅲ　新株予約権   － －  8,694 0.0 8,694

 純資産合計   － －  16,583,958 64.5 16,583,958

 負債・純資産合計   － －  25,711,619 100.0 －
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高         

１．製品売上高  11,591,786   11,966,243    

２．商品売上高  524,481 12,116,267 100.0 782,482 12,748,726 100.0 632,458

Ⅱ　売上原価         

１．製商品期首たな卸高  95,624   181,439    

２．当期製品製造原価  1,895,004   2,210,350    

３．当期商品仕入高  595,202   804,516    

４．開発費償却額 ※１ 223,101   732,275    

５．支払ロイヤリティ  486,752   729,708    

合計  3,295,685   4,658,290    

６．他勘定振替高 ※２ 22,751   75,802    

７．製商品期末たな卸高  181,439 3,091,494 25.5 218,823 4,363,663 34.2 1,272,169

売上総利益   9,024,772 74.5  8,385,062 65.8 △639,710

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３        

１．広告宣伝費  1,403,732   1,640,106    

２．貸倒引当金繰入額  －   7,642    

３．役員報酬  109,998   109,693    

４．従業員給料手当  2,176,712   2,215,757    

５．従業員賞与  229,998   189,894    

６．賞与引当金繰入額  224,276   225,412    

７．退職給付費用  61,148   43,793    

８．旅費交通費  353,070   371,396    

９．通信費  115,342   119,351    

10．賃借料  481,891   467,162    

11．業務委託費  1,092,989   1,068,933    

12．研究開発費  2,479,874   2,183,056    

13．減価償却費  148,470   142,894    

16．その他 ※４ 1,236,257 10,113,763 83.5 1,430,662 10,215,757 80.2 101,993

営業損失   1,088,991 △9.0  1,830,694 △14.4 741,703
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  6,181   12,380    

２．受取配当金  3,726   1,058    

３．受取賃貸料  138,015   35,410    

４．関係会社受取賃貸料  21,183   11,942    

５．違法コピー和解金  59,457   27,790    

６．その他  21,370 249,934 2.0 60,672 149,255 1.2  

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  77,772   65,572    

２．賃貸費用  115,333   34,732    

３．支払手数料  －   258,328    

４．その他  52,312 245,418 2.0 28,230 386,865 3.0  

経常損失   1,084,475 △9.0  2,068,304 △16.2 983,829

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益 ※５ －   1,617    

２．投資有価証券売却益  240,067   51,131    

３．その他  11,348 251,416 2.1 － 52,748 0.4 △198,667

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※６ 12,925   15,992    

２．固定資産売却損 ※７ 7,911   136    

３．投資有価証券評価損  －   23,617    

４．製品回収対応費 ※８ －   150,423    

５．減損損失 ※９ 876,990   －    

６．その他  9,492 907,319 7.5 100 190,269 1.5 △717,050

税引前当期純損失   1,740,378 △14.4  2,205,824 △17.3 465,446

法人税、住民税及び
事業税

 24,380   18,488    

法人税等調整額  △671,789 △647,409 △5.4 △833,260 △814,771 △6.4  

当期純損失   1,092,968 △9.0  1,391,053 △10.9 298,084

前期繰越損失   1,209,025   －  △1,209,025

利益準備金取崩額   33,998   －  △33,998

当期未処理損失   2,267,996   －  △2,267,996
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

（株主総会承認日）
（平成18年６月23日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（当期未処理損失の処分）    

Ⅰ　当期未処理損失   2,267,996

Ⅱ　任意積立金取崩額    

１．プログラム準備金取崩額  1,494,956  

２．特別償却準備金取崩額  5,308 1,500,264

合計   767,732

Ⅲ　利益処分額    

１．配当金  90,916 90,916

Ⅳ　次期繰越損失   858,649

    

（その他資本剰余金の処分）    

Ⅰ　その他資本剰余金    

１．資本準備金減少差益  6,187,010 6,187,010

Ⅱ　その他資本剰余金次期繰越額   6,187,010

    

　（注）　プログラム準備金及び特別償却準備金は、租税特別措置法の規定に基づくものであります。なお、プログラム

準備金及び特別償却準備金は税効果の影響を除いた額であります。
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 

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

その他資
本剰余金

その他利益剰余金

プログラム準
備金

特別償却準備
金

繰越利益剰余
金

平成18年３月31日　残高
（千円）

6,520,198 1,729,579 6,187,010 3,367,147 13,676 △2,267,996 △410,516 15,139,098

事業年度中の変動額         

新株の発行 856,750 856,734      1,713,485

プログラム準備金取崩額（注１）    △1,494,956  1,494,956  －

特別償却準備金取崩額（注１）     △5,308 5,308  －

剰余金の配当（注１）      △90,916  △90,916

プログラム準備金取崩額（注２）    △390,834  390,834  －

特別償却準備金取崩額（注２）     △5,031 5,031  －

当期純損失      △1,391,053  △1,391,053

自己株式の処分   751,208    410,000 1,161,208

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

       －

事業年度中の変動額合計
（千円）

856,750 856,734 751,208 △1,885,790 △10,339 414,160 410,000 1,392,723

平成19年３月31日　残高
（千円）

7,376,948 2,586,314 6,938,218 1,481,357 3,336 △1,853,836 △516 16,531,822

 

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

平成18年３月31日　残高
（千円）

114,212 55,170 15,308,480

事業年度中の変動額    

新株の発行   1,713,485

プログラム準備金取崩額（注１）   －

特別償却準備金取崩額（注１）   －

剰余金の配当（注１）   △90,916

プログラム準備金取崩額（注２）   －

特別償却準備金取崩額（注２）   －

当期純損失   △1,391,053

自己株式の処分   1,161,208

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△70,769 △46,476 △117,245

事業年度中の変動額合計
（千円）

△70,769 △46,476 1,275,477

平成19年３月31日　残高
（千円）

43,442 8,694 16,583,958

 （注）１．平成18年6月23日開催の定時株主総会における利益処分項目であります。

２．当事業年度における取崩項目であります。 
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）

その他有価証券

時価のあるもの

決算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

時価のないもの

同左

 

──────

投資事業組合への出資

組合契約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方法

によっております。

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品、製品、主要材料

総平均法による原価法

商品、製品、主要材料

同左

副材料、貯蔵品

最終仕入原価法

副材料、貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産及び投資不動産

定率法

なお、主な耐用年数は下記のとおりで

あります。

建物及び構築物　10年～65年

工具器具備品　　２年～20年

有形固定資産

同左

無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的のパッケージソフトウェ

ア制作費については、見込販売可能期

間（デスクトップ製品：18ヶ月、シス

テム製品：36ヶ月）における見込販売

数量に基づく償却額と見込販売可能期

間に基づく定額償却額のいずれか大き

い額により償却しております。

自社利用ソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法により償却しております。

無形固定資産

ソフトウェア

市場販売目的のパッケージソフトウェ

ア制作費については、見込販売可能期

間（デスクトップ製品：18ヶ月、シス

テム製品：18～36ヶ月）における見込

販売数量に基づく償却額と見込販売可

能期間に基づく定額償却額のいずれか

大きい額により償却しております。

自社利用ソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基

づく定額法により償却しております。

その他の無形固定資産

定額法

その他の無形固定資産

同左

長期前払費用

定額法

長期前払費用

同左

４．繰延資産の処理方法 新株予約権発行費

支出時の費用として処理しております。

新株予約権発行費

同左

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物等為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６．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

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

貸倒引当金

同左

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給

見込額基準により計上しております。

賞与引当金

同左

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計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生

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（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度より費用処理しております。

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計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生

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（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度より費用処理しております。

（会計方針の変更）

当事業年度より「「退職給付に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第３

号　平成17年３月16日）及び「「退職給

付に係る会計基準」の一部改正に関する

適用指針」（企業会計基準適用指針第７

号　平成17年３月16日）を適用しており

ます。これにより当事業年度の営業損失、

経常損失及び税引前当期純損失はそれぞ

れ8,063千円減少しております。

 

 

７．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。

同左

８．ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、

為替予約については、振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理を採用して

おります。

① ヘッジ会計の方法

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 外貨建未払金

　　　　　 外貨建予定取引

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

デリバティブ取引は将来の為替変動

によるリスク回避を目的として利用

しており、投機的な取引は行わない

方針であります。 

③ ヘッジ方針 

同左 
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項目
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ④ ヘッジ有効性の評価 

ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係

を確認することにより有効性の評価

を行っております。ただし、振当処

理の要件を満たしている為替予約に

ついては、有効性の評価を省略して

おります。 

④ ヘッジ有効性の評価 

 同左

９．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

① プログラム準備金

プログラム開発に備えるため、租税特

別措置法の規定による繰入限度相当額

（税効果控除後）を利益処分により積

立てております。

同法では、各事業年度のプログラム準

備金積立額は、積立事業年度の翌期よ

り４年間据置の後、以降４年間で課税

所得に算入すると規定しております。

なお、平成15年度の税制改正で同法が

廃止されたことに伴い、平成16年３月

期以降は取崩しのみが発生しておりま

す。 

① プログラム準備金

プログラム開発に備えるため、租税特別

措置法の規定による繰入限度相当額（税

効果控除後）を積立てております。

同法では、各事業年度のプログラム準備

金積立額は、積立事業年度の翌期より４

年間据置の後、以降４年間で課税所得に

算入すると規定しております。

なお、平成15年度の税制改正で同法が廃

止されたことに伴い、平成16年３月期以

降は取崩しのみが発生しております。 

②　消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

②　消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

当事業年度より固定資産の減損に係る会計基準（「固定

資産の減損に係る会計基準の設定に係る意見書」（企業

会計審議会　平成14年８月９日）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

６号　平成15年10月31日）を適用しております。これに

より税引前当期純損失が876,990千円増加しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

規則に基づき当該各資産の金額から直接控除しておりま

す。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は、16,575,264千

円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

※１　一年内返済予定長期借入金536,000千円、長期借入

金2,907,000千円に対して下記の資産を担保に供し

ております。

※１　一年内返済予定長期借入金568,000千円、長期借入

金2,239,000千円に対して下記の資産を担保に供し

ております。

建物 3,938,719千円

土地 3,409,893千円

投資不動産 161,351千円

計 7,509,963千円

建物及び構築物 3,800,362千円

土地 3,409,893千円

計 7,210,255千円

なお、上記のほか、日本政策投資銀行からの長期借

入金250,000千円に対して、当社のプログラム著作

物であるＡＴＯＫ16、ＡＴＯＫ17、ＡＴＯＫ2005及

びＡＴＯＫ 2006に質権が設定されております。

プログラム著作物は、評価額の算定が困難であるた

め、金額の記載を省略しております。

なお、上記のほか、日本政策投資銀行からの長期借

入金150,000千円に対して、当社のプログラム著作

物であるＡＴＯＫ16、ＡＴＯＫ17、ＡＴＯＫ2005、

ＡＴＯＫ 2006及びＡＴＯＫ 2007に質権が設定され

ております。 

また、2007年３月30日付で締結したコミットメント

ライン契約（上限58億円）に際して、当社のプログ

ラム著作物である一太郎2007、ＡＴＯＫ 2007、ジャ

ストスマイル３及びxfy Enterprise Edition1.5を質

権設定する契約が締結されています。上記プログラ

ム著作物の一部はソフトウェア（期末帳簿価額

575,656千円）として計上されております。

当社北米子会社の取引保証のため、現金及び預金

12,828千円（120千カナダドル）を担保に供しており

ます。 

※２　会社が発行する株式の

総数
普通株式 66,163,200株

発行済株式総数 普通株式 31,305,800株

※２　発行可能株式総数 普通株式 66,163,200株

発行済株式総数 普通株式 32,823,300株

※３　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,000,280

株であります。

※３　自己株式

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

280株であります。
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前事業年度
（平成18年３月31日）

当事業年度
（平成19年３月31日）

　４　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

　４　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行２行と当座貸越契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次

のとおりであります。

当座貸越極度額の総額 3,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 3,000,000千円

当座貸越極度額の総額 3,500,000千円

借入実行残高 2,310,000千円

差引額 1,190,000千円

　５　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は114,212千

円であります。

　５　　　　　　　──────　

 

　６　　　　　　　──────

 

 

　６　コミットメントライン及びこれに伴う担保、財務制

限条項

2007年３月30日付で締結したコミットメントライン

契約（上限58億円）については、財務制限条項が付

されており、下記条項に抵触した場合、契約上の全

ての債務について期限の利益を喪失します。

 ①各年度の決算期の末日における単体の純資産の部

の金額を、当該決算期の直前決算期の末日におけ

る単体の純資産の部の金額の75％の金額以上に維

持すること。

②各年度の決算期の末日における連結の純資産の部

の金額を、当該決算期の直前決算期の末日におけ

る連結の純資産の部の金額の75％の金額以上に維

持すること。 

③2008年３月期決算期以降の各年度の決算期にかか

る単体の経常損益について、２期連続して（2008

年３月期決算期よりも前の決算期については当該

連続の対象に含めない。）損失を計上しないこ

と。 

④2008年３月期決算期以降の各年度の決算期にかか

る連結の経常損益について、２期連続して（2008

年３月期決算期よりも前の決算期については当該

連続の対象に含めない。）損失を計上しないこと。

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　開発費償却額は、市場販売目的で制作し無形固定資

産に計上しているソフトウェアの当期償却額であり、

見込販売可能期間における見込販売数量に基づく償

却額と見込販売可能期間に基づく定額償却額のいず

れか大きい額により償却しております。

※１　　　　　　　　　 同左

※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２　他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

原材料 3,951千円

販売費及び一般管理費 18,799千円

計 22,751千円

原材料 8,143千円

販売費及び一般管理費 16,260千円

特別損失 51,398千円

計 75,802千円
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前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※３　一般管理費に含まれる研究開発費は2,479,874千円

であります。

なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありま

せん。

※３　一般管理費に含まれる研究開発費は2,183,056千円

であります。

なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありま

せん。

※４　販売費及び一般管理費の「その他」の主な内訳は次

のとおりであります。

※４　販売費及び一般管理費の「その他」の主な内訳は次

のとおりであります。

支払報酬 211,658千円

荷造運送費 165,617千円

支払手数料 112,543千円

支払報酬 244,569千円

荷造運送費 168,557千円

販売促進費 155,215千円

※５　　　　　　　　────── ※５　固定資産売却益は、投資不動産の売却によるもので

あります。

※６　固定資産除却損は主に工具器具備品の除却によるも

のであります。

※６　　　　　　　　　　 同左

※７　固定資産売却損は建物の売却によるものであります。※７　固定資産売却損は主に工具器具備品の売却によるも

のであります。

※８　　　　　　　　────── ※８ 製品回収対応費は、JUST Suite 2007の不具合による

在庫の廃棄と回収に関連する費用であります。

※９　減損損失　　　　　　　　

当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。

※９ 　　　　　　　──────　

 

地区 用途 種類 減損損失

徳島市 賃貸不動産 土地及び
建物等

754,878千円

徳島市他 駐車場等 土地 122,111千円

減損損失の算定に当たっては、他の資産又は資産グ

ループのキャッシュ・フローから概ね独立した

キャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって

資産のグルーピングを行い、賃貸不動産及び遊休資

産については個別物件単位で、事業用資産について

は管理会計上の区分にてグルーピングを行いました。

賃貸不動産について将来的なキャッシュ・フローが

簿価を下回っており売却を予定しているもの、及び

駐車場等のうち遊休資産で地価が下落しており今後

の利用見込みのないものについて減損損失を認識い

たしました。 

なお、賃貸不動産については売却見込額を、また遊

休資産については不動産鑑定評価に基づく正味売却

価額等を回収可能価額として評価しております。 

 

 

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 1,000,280 － 1,000,000 280

合計 1,000,280 － 1,000,000 280
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（有価証券関係）

　前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）及び当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平

成19年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

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

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

（流動資産） （流動資産）

繰延税金資産  

賞与引当金 167,104千円

たな卸資産 37,549千円

その他 79,981千円

繰延税金資産合計 284,635千円

繰延税金資産  

賞与引当金 178,648千円

たな卸資産 19,029千円

その他 82,320千円

繰延税金資産合計 279,998千円

（固定負債） （固定資産）

繰延税金資産  

無形固定資産 258,941千円

退職給付引当金 191,756千円

投資有価証券評価損 83,918千円

投資不動産評価損 64,131千円

関係会社株式評価損 58,083千円

有形固定資産 100,115千円

貸倒引当金 10,120千円

その他 8,368千円

繰延税金資産小計 775,435千円

評価性引当額 △20,652千円

繰延税金資産合計 754,782千円

繰延税金負債  

プログラム準備金 1,271,179千円

その他有価証券評価差額金 77,547千円

前払年金費用 95,817千円

特別償却準備金 5,681千円

繰延税金負債合計 1,450,226千円

繰延税金負債の純額 695,443千円

繰延税金資産  

無形固定資産 381,163千円

退職給付引当金 209,638千円

有形固定資産 93,433千円

投資有価証券評価損 40,889千円

繰越欠損金 667,134千円

その他 9,566千円

繰延税金資産合計 1,401,824千円

繰延税金負債  

プログラム準備金 △1,005,810千円

前払年金費用 △103,704千円

その他有価証券評価差額金 △29,496千円

特別償却準備金 △2,265千円

繰延税金負債小計 △1,141,277千円

評価性引当額 △70,041千円

繰延税金資産の純額 190,505千円

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要な項目別の内訳

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要な項目別の内訳

法定実効税率 △40.4％

（調整）  

住民税均等割額 1.0％

評価性引当額 1.2％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.7％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △37.2％

法定実効税率 △40.4％

（調整）  

住民税均等割額 0.8％

評価性引当額 2.2％

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.4％

その他 0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △36.9％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 503.32円

１株当たり当期純損失 35.87円

１株当たり純資産額 504.99円

１株当たり当期純損失 45.17円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失を計上しているため、記載を省略し

ております。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

１株当たり当期純損失を計上しているため、記載を省略し

ております。

　（注）　１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純損失   

当期純損失（千円） 1,092,968 1,391,053

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,092,968 1,391,053

期中平均株式数（株） 30,469,683 30,798,912

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

 

（開示の省略） 

　リース取引関係及びストック・オプション等関係につきましては、開示の必要性が大きくないと考えられるため開

示を省略しております。 
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