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平成２０年３月期  第１四半期財務・業績の概況 

 

平成１９年８月６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 代表取締役社長   浮川 和宣 
問合せ先責任者 取締役経営企画室長 
        兼広報IR室長    鍋田  毅     ＴＥＬ ( 03 ) 5412 － 3900 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成２０年３月期第１四半期の連結業績（平成１９年４月１日 ～ 平成１９年６月３０日） 
(1) 連結経営成績                         （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

20年３月期第１四半期 1,848 ( 12.4) △2,375 (－) △2,300 (－) △2,294 (－) 

19年３月期第１四半期 1,644 (△2.2) △1,533 (－) △1,563 (－) △982 (－) 

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

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

20年３月期第１四半期 △69    92 － 

19年３月期第１四半期 △32    41 － 

１９年３月期 △79    89 － 

 
(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 

20年３月期第１四半期 21,772 13,876 63.5 421    12 

19年３月期第１四半期 21,090 14,648 68.9 483    33 

１９年３月期 25,673 16,137 62.7 491    65 

 
２．配当の状況 

 1株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

19年３月期第１四半期 
  円   銭 

－ 

20年３月期第１四半期 － 
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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）  【参考】 
（％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 

 
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） 

： 無 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
 

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には、

さまざまな不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期の我が国の経済環境は、国内景気は回復傾向を維持しておりますが、パソコンの価格低

下、PCソフトウェアの店頭での売り場縮小の動きはいまだ止まっておりません。一方、法人のIT投資

は回復傾向にありますが、投資選考の目は依然厳しいものがあります。 

その中で、当社グループの第１四半期（４月―６月）の売上高は、前期投入した「xfy」、「XMetaL」

や「Kaspersky」が前年同期に比べて増加したことから、18億48百万円と前年同期比で12.4％増加し

ましたが、計画比では５％減となりました。 

一方、販売費及び一般管理費につきましては、計画より抑制できましたが、国内外の「xfy」、「XMetaL」

や「Kaspersky」の営業経費や販促経費が嵩み、前年同期に比べ増加しました。そのため、経常損益は

計画比１億円改善したものの、前年同期比で７億36百万円赤字が拡大し、23億円の損失となりました。

最終損益につきましては、繰延税金資産を計上しないため、最終損益は計画比１億円改善したものの、

前年同期比では13億12百万円赤字が拡大し、22億94百万円の損失となりました。 
 
（第１四半期における損益の特徴） 

当社グループの業績は季節的変動があり、売上高は第４四半期に偏っているのに対し、費用面では金

額の大部分を占める人件費・減価償却費・業務委託費等といった費用は、売上高の多寡にかかわらず毎

月発生する費用であるため、第１四半期の売上高に対する費用負担が大きくなっております。そのため、

第１四半期の業績は赤字になる傾向があります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度に比べ 39億円減少いたしました。これは主に短期借入

金の返済などにより現金及び預金が８億18百万円、売掛債権の回収により受取手形及び売掛金が31億

66百万円減少したことによるものです。負債につきましては、前連結会計年度に比べて 16億 39百万

円減少いたしました。これは未払金が６億 88百万円、短期借入金が６億円減少したことなどによるも

のです。純資産の部につきましては、四半期純損失を 22億 94百万円計上したことなどにより、22億

61百万円減少いたしました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期における業績は計画通り推移しており、平成19年５月23日の決算発表時における業績

予想に変更ありません。 

なお、業績予想は、発表日現在で合理的と判断する一定の条件に基づくもののため、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。 

 

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） 

該当事項はありません。 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

法人税等の計上基準について、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

影響額が僅少なものにつき、一部簡便な手続きを用いております。 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 
(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円未満切り捨て、％） 
前年同四半期末 

平成19年３月期 

第１四半期末 

当四半期末 

平成20年３月期 

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成19年３月期） 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

現金及び預金 6,312,581 6,655,167   7,473,932 

受取手形及び売掛金 1,321,870 1,309,702   4,476,032 

たな卸資産 368,276 423,207   426,087 

その他 775,277 926,689   966,434 

貸倒引当金 △4,413 △8,558   △8,514 

流動資産合計 8,773,593 9,306,208 532,615 6.1 13,333,973 

Ⅱ 固定資産      

有形固定資産 8,865,802 8,668,641   8,746,944 

無形固定資産 415,887 1,617,418   1,552,272 

投資その他の資産 3,035,268 2,179,916   2,039,928 

固定資産合計 12,316,957 12,465,976 149,018 1.2 12,339,145 

  資産合計 21,090,550 21,772,185 681,634 3.2 25,673,118 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

買掛金 434,608 265,548   591,842 

短期借入金 892,000 2,678,000   3,278,000 

未払金 640,847 753,849   1,442,642 

未払法人税等 19,863 18,475   55,564 

賞与引当金 660,140 705,279   471,699 

その他 458,658 647,436   731,952 

流動負債合計 3,106,118 5,068,590 1,962,472 63.2 6,571,702 

Ⅱ 固定負債      

長期借入金 2,649,000 2,081,000   2,239,000 

繰延税金負債 142,393 112,039   107,009 

退職給付引当金 539,479 575,810   567,212 

その他 5,186 58,685   50,775 

固定負債合計 3,336,058 2,827,535 △508,522 △15.2 2,963,996 

負債合計 6,442,176 7,896,126 1,453,950 22.6 9,535,698 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

資本金 6,520,750 7,377,065   7,376,948 

資本剰余金 8,237,312 9,844,819   9,844,703 

利益剰余金 △200,448 △3,973,912   △1,678,922 

自己株式 △410,516 △516   △516 

株主資本合計 14,147,097 13,247,456 △899,640 △6.4 15,542,212 

Ⅱ 評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 49,305 43,125   43,442 

為替換算調整勘定 344,629 532,072   489,736 

評価・換算差額等合計 393,934 575,197 181,263 46.0 533,179 

Ⅲ 新株予約権 55,170 － △55,170 － 8,694 

Ⅳ 少数株主持分 52,172 53,404 1,231 2.4 53,333 

純資産合計 14,648,374 13,876,058 △772,315 △5.3 16,137,419 

負債、純資産合計 21,090,550 21,772,185 681,634 3.2 25,673,118 
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円未満切り捨て、％） 

前年同四半期 

平成19年３月期 

第１四半期 

当四半期 

平成20年３月期 

第１四半期 

増  減 （参考）前期 

（平成19年３月期） 
科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
Ⅰ 売上高 1,644,695 1,848,623 203,927 12.4 13,087,986 

Ⅱ 売上原価 817,886 822,955 5,068 0.6 4,626,136 

売上総利益 826,809 1,025,667 198,858 24.1 8,461,849 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,360,602 3,401,222 1,040,620 44.1 11,533,412 

営業損失 1,533,793 2,375,555 841,761 54.9 3,071,562 

Ⅳ 営業外収益 74,216 116,029 41,813 56.3 159,887 

Ⅴ 営業外費用 104,256 41,045 △63,210 △60.6 375,993 

経常損失 1,563,833 2,300,571 736,737 47.1 3,287,668 

Ⅵ 特別利益 1,315 － △1,315 － 52,788 

Ⅶ 特別損失 2,937 － △2,937 － 190,358 

税金等調整前四半期

（当期）純損失 1,565,456 2,300,571 735,114 47.0 3,425,238 

税金費用 △583,218 △5,582 577,635 － △963,581 

少数株主利益又は 
損失(△) △85 0 86 － △1,029 

四半期（当期）純損失 982,152 2,294,989 1,312,836 133.7 2,460,627 
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(3)（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前年同四半期（自 平成18年4月1日 至 平成18年６月30日） 

（単位：千円未満切り捨て） 
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 6,520,198 8,236,760 872,620 △410,516 15,219,063 

当四半期変動額      

新株発行 552 551   1,103 

剰余金の配当   △90,916  △90,916 

当四半期純損失   △982,152  △982,152 

株主資本等以外の 

項目の変動額 
    － 

当四半期変動額合計 552 551 △1,073,069 － △1,071,965 

平成18年6月30日残高 6,520,750 8,237,312 △200,448 △410,516 14,147,097 

       
評価・換算差額等 

 その他有価証券評

価差額金 
為替換算調整差額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年3月31日残高 114,212 422,897 55,170 52,115 15,863,458 

当四半期変動額      

新株発行     1,103 

剰余金の配当     △90,916 

当四半期純損失     △982,152 

株主資本等以外の 

項目の変動額 
△64,907 △78,268  56 △143,118 

当四半期変動額合計 △64,907 △78,268 － 56 △1,215,083 

平成18年6月30日残高 49,305 344,629 55,170 52,172 14,648,374 

      
 

 

当四半期（自 平成19年4月1日 至 平成19年６月30日） 

（単位：千円未満切り捨て） 
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19年3月31日残高 7,376,948 9,844,703 △1,678,922 △516 15,542,212 

当四半期変動額      

新株発行 117 116   233 

当四半期純損失   △2,294,989  △2,294,989 

株主資本等以外の 

項目の変動額 
    － 

当四半期変動額合計 117 116 △2,294,989 － △2,294,755 

平成19年6月30日残高 7,377,065 9,844,819 △3,973,912 △516 13,247,456 

       
評価・換算差額等 

 その他有価証券評

価差額金 
為替換算調整差額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成19年3月31日残高 43,442 489,736 8,694 53,333 16,137,419 

当四半期変動額      

新株発行     233 

当四半期純損失     △2,294,989 

株主資本等以外の 

項目の変動額 
△317 42,335 △8,694 70 33,394 

当四半期変動額合計 △317 42,335 △8,694 70 △2,261,361 

平成19年6月30日残高 43,125 532,072 － 53,404 13,876,058 
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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） 

（単位：千円未満切り捨て） 
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 6,520,198 8,236,760 872,620 △410,516 15,219,063 

当連結会計年度変動額      

新株発行 856,750 856,734   1,713,485 

剰余金の配当   △90,916  △90,916 

当四半期純損失   △2,460,627  △2,460,627 

自己株式の処分  751,208  410,000 1,161,208 

株主資本等以外の 

項目の変動額 
    － 

当連結会計年度変動額合

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

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

       
評価・換算差額等 

 その他有価証券評

価差額金 
為替換算調整差額 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年3月31日残高 114,212 422,897 55,170 52,115 15,863,458 

当連結会計年度変動額      

新株発行     1,713,485 

剰余金の配当     △90,916 

当四半期純損失     △2,460,627 

自己株式の処分     1,161,208 

株主資本等以外の 

項目の変動額 
△70,769 66,839 △46,476 1,217 △49,188 

当連結会計年度変動額合

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

平成19年3月31日残高 43,442 489,736 8,694 53,333 16,137,419 

      
 


