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平成２０年３月期  第３四半期財務・業績の概況 

 

平成２０年２月８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.justsystems.com/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３四半期の連結業績（平成１９年４月１日 ～ 平成１９年１２月３１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３四半期 9,008 (17.8) △4,372 (－) △4,380 (－) △4,723 (－) 

19年３月期第３四半期 7,650 ( 6.6) △3,429 (－) △3,443 (－) △2,399 (－) 

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３四半期 △143    86    － 

19年３月期第３四半期 △79    17 － 

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３四半期 19,599 11,561 58.6 345    69 

19年３月期第３四半期 19,913 13,352 66.5 436    95 

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３四半期末 

19年３月期第３四半期 
  円   銭 

－ 

20年３月期第３四半期 － 
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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 

通     期 16,250  19.6  △2,850  － △2,900  － △3,300  － △99    31 

 
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 ： 有 
 

［（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、様々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３四半期の我が国の経済環境は、米国でのサブプライム問題の余波を受け、世界経済に不透明

感が漂っており、我が国でも新興国市場で大きな収益を上げている企業を除いては、景気減速感がは

っきりしてまいりました。 

その中で、当社グループは、現在投資の段階にある xfy事業の立ち上げとその他の既存事業からの

通期ベースでの安定的な収益の確保に取り組んでまいりました。 

第３四半期（４月―１２月）の売上高は、デスクトップ事業が、「ホームページ・ビルダー」「Kaspersky」

の売上高が寄与し、売上高は前年同期比 129％の 30億 25百万円となりました。ライセンス事業が中

央官庁のPCの更新時期でもあり、売上高は前年同期比116％の36億21百万円となりました。xfy事

業はパイプラインが順調に増加していますが、事業立ち上げ時期でクロージングに時間を要しており、

前年同期比344％の69百万円でしたが、計画に達しませんでした。XMetaL事業を展開するJustSystems 

Canada Inc.の売り上げにつきましては、前年同期比253％の４億87百万円となりました。 

そのため、当社グループの第３四半期までの売上高は、前年同期比 117.8%の 90億８百万円となり

ましたが、計画に対しては約１億円の未達となりました。営業利益については、「xfy」以外の既存の

事業では「ホームページ・ビルダー」「Kaspersky」などが売上高の増加要因になり、原価率は上昇し

ているものの、売上総利益は増加いたしました。しかしながら、営業損益は xfy事業の先行投資に係

る販売費及び一般管理費の増加が響き、計画比で約３億円改善したものの、前年同期比で９億43百万

円悪化の43億72百万円の損失となり、経常損益は計画比で約３億円改善したものの、前年同期比で

９億36百万円悪化の43億80百万円の損失になりました。当期純損益は、当社にて前年同期はプログ

ラム準備金等の繰延税金負債の十分性等から法人税等調整額に10億96百万円を利益計上しておりま

したが、当中間期で繰延税金資産の資産性を再検討し、５億円を取り崩して損失計上したため、前年

同期に比べ23億23百万円悪化し、47億23百万円の損失となりました。 
 
（第３四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３四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３四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３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 60億73百万円減少いたしました。これは主

に支出増加などにより現金及び預金が31億 29百万円、売掛債権の回収により受取手形及び売掛金が

23億39百万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14億97

百万円減少いたしました。これは未払金が５億56百万円、長期借入金が３億 38百万円減少したこと

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47億23百万円計上したことなど

により、45億75百万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３四半期における業績は計画通り推移しており、平成19年11月22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。 
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(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

（有形固定資産の減価償却の方法の変更） 

親会社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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３四半期末 

当四半期末 

平成20年３月期 

第３四半期末 

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 4,246,966 4,344,480   7,473,932 

受取手形及び売掛金 1,661,222 2,136,376   4,476,032 

たな卸資産 366,117 467,475   426,087 

その他 944,634 966,492   966,434 

貸倒引当金 △3,328 △3,257   △8,514 

流動資産合計 7,215,613 7,911,568 695,955 9.7 13,333,973 

Ⅱ 固定資産      

有形固定資産 8,771,837 8,518,069   8,746,944 

無形固定資産 1,515,238 1,354,725   1,552,272 

投資その他の資産 2,411,239 1,815,633   2,039,928 

固定資産合計 12,698,315 11,688,428 △1,009,886 △8.0 12,339,145 

  資産合計 19,913,928 19,599,996 △313,931 △1.6 25,673,118 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

買掛金 359,689 272,898   591,842 

短期借入金 932,000 3,152,000   3,278,000 

未払金 1,293,740 885,862   1,442,642 

未払法人税等 33,711 25,579   55,564 

賞与引当金 231,784 280,431   471,699 

その他 604,861 848,557   731,952 

流動負債合計 3,455,788 5,465,329 2,009,540 58.2 6,571,702 

Ⅱ 固定負債      

長期借入金 2,383,000 1,901,000   2,239,000 

繰延税金負債 153,977 16,525   107,009 

退職給付引当金 562,242 612,541   567,212 

その他 6,176 42,883   50,775 

固定負債合計 3,105,397 2,572,950 △532,446 △17.2 2,963,996 

負債合計 6,561,185 8,038,279 1,477,094 22.5 9,535,698 

（純資産の部）      

Ⅰ 株主資本      

資本金 6,523,552 7,477,952   7,376,948 

資本剰余金 8,240,102 9,945,580   9,844,703 

利益剰余金 △1,617,914 △6,402,196   △1,678,922 

自己株式 △410,516 △516   △516 

株主資本合計 12,735,223 11,020,819 △1,714,404 △13.5 15,542,212 

Ⅱ 評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 63,364 31,977   43,442 

為替換算調整勘定 449,774 434,720   489,736 

評価・換算差額等合計 513,138 466,698 △46,440 △9.1 533,179 

Ⅲ 新株予約権 52,164 20,600 △31,564 △60.5 8,694 

Ⅳ 少数株主持分 52,216 53,599 1,383 2.7 53,333 

純資産合計 13,352,742 11,561,717 △1,791,025 △13.4 16,137,419 

負債、純資産合計 19,913,928 19,599,996 △313,931 △1.6 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３四半期 

当四半期 

平成20年３月期 

第３四半期 

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 7,650,795 9,008,885 1,358,089 17.8 13,087,986 

Ⅱ 売上原価 2,753,385 3,494,730 741,345 26.9 4,626,136 

売上総利益 4,897,410 5,514,154 616,744 12.6 8,461,849 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,326,683 9,886,938 1,560,255 18.7 11,533,412 

営業損失 3,429,273 4,372,783 943,510 27.5 3,071,562 

Ⅳ 営業外収益 103,466 164,806 61,340 59.3 159,887 

Ⅴ 営業外費用 118,023 172,271 54,248 46.0 375,993 

経常損失 3,443,830 4,380,248 936,418 27.2 3,287,668 

Ⅵ 特別利益 3,187 92,394 89,207 2,798.5 52,788 

Ⅶ 特別損失 31,481 34,219 2,737 8.7 190,358 

税金等調整前四半期

（当期）純損失 3,472,124 4,322,073 849,948 24.5 3,425,238 

税金費用 △1,071,714 401,354 1,473,068 － △963,581 

少数株主損失 790 153 637 80.6 1,029 

四半期（当期）純損失 2,399,619 4,723,273 2,323,654 96.8 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12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 

当四半期変動額      

新株発行 3,354 3,341   6,696 

剰余金の配当   △90,916  △90,916 

当四半期純損失   △2,399,619  △2,399,619 

株主資本等以外の 

項目の変動額 
    － 

当四半期変動額合計 3,354 3,341 △2,490,535 － △2,483,839 

平成18年12月31日残高 6,523,552 8,240,102 △1,617,914 △410,516 12,735,223 

       
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     6,696 

剰余金の配当     △90,916 

当四半期純損失     △2,399,619 

株主資本等以外の 

項目の変動額 
△50,847 26,877 △3,006 100 △26,875 

当四半期変動額合計 △50,847 26,877 △3,006 100 △2,510,715 

平成18年12月31日残高 63,364 449,774 52,164 52,216 13,352,742 

      
 

 

当四半期（自 平成19年4月1日 至 平成19年12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 101,004 100,876   201,880 

当四半期純損失   △4,723,273  △4,723,273 

株主資本等以外の 

項目の変動額 
    － 

当四半期変動額合計 101,004 100,876 △4,723,273 － △4,521,393 

平成19年12月31日残高 7,477,952 9,945,580 △6,402,196 △516 11,020,819 

       
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     201,880 

当四半期純損失     △4,723,273 

株主資本等以外の 

項目の変動額 
△11,464 △55,016 11,906 266 △54,309 

当四半期変動額合計 △11,464 △55,016 11,906 266 △4,575,702 

平成19年12月31日残高 31,977 434,720 20,600 53,599 11,561,717 
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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 

      
 


