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平成20年６月27日 

各      位 

                                      
会 社 名        株式会社ジャストシステム               
代表者の役職名  代表取締役社長  浮 川 和 宣 
        （JASDAQ コード番号４６８６） 
問い合わせ先        取締役経営企画室長兼広報IR室長 
        鍋 田   毅 
Ｔ Ｅ Ｌ         ０３－５４１２－３９００（代） 

 

(訂正)「平成20年３月期 決算短信」の一部訂正について 
 

 平成20年５月23日付で発表しました「平成20年３月期 決算短信」の記載内容に訂正がありましたので、

お知らせいたします。 

 なお、当該訂正による損益への影響はありません。 

 

記 

１．訂正理由 

(1) 連結業績の指数について記載誤りがありました。 

(2) 経営成績に関する分析の一部に記載誤りがありました。 

(3) 連結貸借対照表 

11ページ 前連結会計年度の指数に記載誤りがありました。 

12ページ 連結貸借対照表の対前年比増減に記載誤りがありました。 

(4) 連結損益計算書 

13ページ 営業外収益及び営業外費用のその他の金額に記載誤りがありました。 

前連結会計年度の投資事業組合利益が、営業外収益の100分の10を超えておりましたので、

区分掲記いたしました。 

14ページ 特別損失の対前年比増減に記載誤りがありました。 

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書 

17、18ページ 対前年比増減に記載誤りがありました。 

(6) 注記事項（連結貸借対照表関係）に記載の日付に誤りがありました。 

(7) 注記事項（連結損益計算書関係）の固定資産除却損の対象に記載誤りがありました。 

(8) 注記事項（連結株主資本等変動計算書）にて前連結会計年度の残高に関する異動を記載しておりませ

んでした。 

(9) 注記事項（税効果会計関係）に記載漏れ及び記載誤りがありました。  

  （固定資産）を追加し、（固定負債）を削除しました。 

(10) セグメント情報の注記の金額に記載誤りがありました。 

(11) 株主資本等変動計算書の純資産合計の残高に記載誤りがありました。 

(12) 注記事項（貸借対照表関係）の日付に記載誤りがありました。 
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２．訂正箇所 

訂正箇所には下線を付しております。 

(1) １ページ 「１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）」 

(1)連結経営成績 

（訂正前） 
 
 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  ％ ％ ％ 

20年３月期 △143    29  － △34.2 △17.7 △26.8 

19年３月期 △79    89 － △15.5 △13.3 △23.5 

（参考）持分法投資損益                 20年３月期                 0百万円  19年３月期                  0百万円 

（訂正後） 
 
 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  ％ ％ ％ 

20年３月期 △143    29  － △34.3 △17.7 △26.8 

19年３月期 △79    89 － △15.5 △13.3 △23.5 

（参考）持分法投資損益                 20年３月期                 0百万円  19年３月期                  0百万円 

 

(2)連結財政状態 

（訂正前） 

 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 21,466 11,670 54.5 336    75 

19年３月期 25,673 16,137 62.7 491    65 

（訂正後） 

 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 21,466 11,670 54.0 336    75 

19年３月期 25,673 16,137 62.7 491    65 

 

(2) ４ページ「１．経営成績 (1)経営成績に関する分析」 

（訂正前） 

 以上の結果、売上高は国内既存事業の伸びにより、前年同期比109.8％の145億73百万円となりまし

たが、  （中略） 経常損益につきましては、41億67百万円の損失となり、前年同期に比べ８億79

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87百万円等を計上しましたが、繰延税金

資産の資産性を再検討し５億円を取り崩したことにより、当期純損失は前年同期に比べ22億91百万円

拡大し、47億52百万円となりました。  （中略）  単独の売上高は、139億94百万円と前年同期

比12億45百万円増加し、経常損失は32億94百万円となりましたが、上記の繰延税金資産の取り崩し

に加え、JustSystems Canada Inc.が二期連続して損失を計上したのに伴い、当社の有するJustSystems 

Canada Inc.向け出資金全額５億71百万円に加えて、同社の債務超過額等に対して事業再構築引当金を

３億86百万円計上したため、総額９億57百万円の関係会社関連での損失を特別損失に計上し、当期純

損失は前年同期に比べ34億61百万円拡大し、48億52百万円になりました。 
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（訂正後） 

 以上の結果、売上高は国内既存事業の伸びにより、前年同期比111.4％の145億73百万円となりまし

たが、  （中略） 経常損益につきましては、41億67百万円の損失となり、前年同期に比べ８億79

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87百万円等を計上しましたが、繰延税金

資産の資産性を再検討し６億33百万円を取り崩したことにより、当期純損失は前年同期に比べ22億91

百万円拡大し、47億52百万円となりました。  （中略）  単独の売上高は、139億94百万円と前

年同期比12億45百万円増加し、経常損失は32億94百万円となりましたが、上記の繰延税金資産の取

り崩しに加え、JustSystems Canada Inc.が二期連続して損失を計上したのに伴い、当社の有する

JustSystems Canada Inc.向け出資金全額５億71百万円に加えて、同社の債務超過額等に対して関係会

社事業損失引当金を３億86百万円計上したため、総額９億57百万円の関係会社関連での損失を特別損

失に計上し、当期純損失は前年同期に比べ34億61百万円拡大し、48億52百万円になりました。 

 

(3) 「４．連結財務諸表 (1)連結貸借対照表」 

11ページ 

（訂正前） 

    
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成20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         

   （中略）      

（負債の部）                 

   （中略）      

 ４．その他     50,775     35,767     

  固定負債合計     2,963,996 11.6   2,572,160 12.0 △391.835 

                

（訂正後） 

    
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成20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         

   （中略）      

（負債の部）                 

   （中略）      

 ４．その他     50,775     35,767     

  固定負債合計     2,963,996 11.5   2,572,160 12.0 △391.835 
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12ページ 

（訂正前） 

    
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成20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） 

（純資産の部）         

   （中略）      

 Ⅲ 新株予約権     8,694 0.0   14,296 0.1 6,568 

 Ⅳ 少数株主持分     53,333 0.2   53,942  0.3 608 

  純資産合計     16,137,419 62.9   11,670,541 54.4 △4,465,913 

  負債純資産合計     25,673,118 100.0   21,466,958 100.0 △4,206,159 

                

（訂正後） 

    
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成20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） 

（純資産の部）         

   （中略）      

 Ⅲ 新株予約権     8,694 0.0   14,296 0.1 5,602 

 Ⅳ 少数株主持分     53,333 0.2   53,942  0.3 608 

  純資産合計     16,137,419 62.9   11,670,541 54.4 △4,466,878 

  負債純資産合計     25,673,118 100.0   21,466,958 100.0 △4,206,159 
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(4)「４．連結財務諸表 (2)連結損益計算書」 

13ページ 

（訂正前） 

    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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  13,087,986 100.0 14,573,748 100.0 1,485,762 

 （中略）   

Ⅲ 販売費及び一般管理費                 

 （中略）   

 ８．その他   3,293,436 11,533,412 88.1 3,846,456 13,115,332 90.0 1,581,919 

   営業損失   3,071,562 △23.5  3,911,819 △26.8 840.256 

Ⅳ 営業外収益                 

 １．受取利息   31,049     24,957       

 ２．違法コピー和解金   27,790     58,636       

 ３．受取賃貸料   35,410     －       

 ４．その他   65,635 159,887 1.2 50,016 132,828 0.9 △27,059 

Ⅴ 営業外費用                 

 １．支払利息   66,037     104,380    

 ２．為替差損  －   124,521    

 ３．賃貸費用   22,759     －    

 ４．支払手数料   258,328     55,195    

 ５．その他   28,867 375,993 2.9 104,733 388,027 2.7 12,034 

   経常損失     3,287,668 △25.1   4,167,019 △28.6 879,350 
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（訂正後） 

    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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  13,087,986 100.0 14,573,748 100.0 1,485,762 

 （中略）   

Ⅲ 販売費及び一般管理費                 

 （中略）   

 ８．その他   3,293,436 11,533,412 88.1 3,846,456 13,115,332 90.0 1,581,919 

   営業損失   3,071,562 △23.4  3,911,819 △26.8 840.256 

Ⅳ 営業外収益                 

 １．受取利息   31,049     24,957       

 ２．違法コピー和解金   27,790     58,636       

 ３．受取賃貸料   35,410     －       

 ４．投資事業組合利益   19,268     －       

 ５．その他   46,367 159,887 1.2 49,234 132,828 0.9 △27,059 

Ⅴ 営業外費用                 

 １．支払利息   66,037     104,380    

 ２．為替差損  －   124,521    

 ３．賃貸費用   22,759     －    

 ４．支払手数料   258,328     55,195    

 ５．その他   28,867 375,993 2.9 103,929 388,027 2.7 12,034 

   経常損失     3,287,668 △25.1   4,167,019 △28.6 879,350 
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14ページ 

（訂正前） 

    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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       

 （中略）   

Ⅴ 特別損失                 

 １．固定資産除却損    16,086   23,655    

 （中略）   

 ５．製品回収対応費   150,417   －    

 ６．その他   100 190,358 1.5 4,013 95,706 0.7 △94,672 

   税金等調整前当期純損失   3,425,238 △26.2  4,175,587 △28.7 750,348 

 （以下略）   

 

（訂正後） 

    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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       

 （中略）   

Ⅴ 特別損失                 

 １．固定資産除却損    16,086   23,655    

 （中略）   

 ５．製品回収対応費   150,417   －    

 ６．その他   100 190,358 1.5 4,013 95,706 0.7 △94,652 

   税金等調整前当期純損失   3,425,238 △26.2  4,175,587 △28.7 750,348 

 （以下略）   
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(5) 「４．連結財務諸表 (4)連結キャッシュ・フロー計算書」 

17ページ 

（訂正前） 

    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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     

 （中略）  

   支払利息  66,037 104,380 38,343 

   事業再構築引当金繰入額  － 60,000 60,000 

   売上債権の減少額(△増加額)  △772,747 457,550 1,230,297 

   たな卸資産の増加額  △120,605 △22,553 98,052 

   仕入債務の増加額(△増加額)  115,840 △84,658 △200,498 

   未払金の増加額(△増加額)  193,561 △285,735 △479,296 

   その他  △29,781 △55,782 △26,001 

     小計  △2,716,264 △2,540,590 175,674 

   利息及び配当金の受取額  31,879 26,311 △5,568 

   利息の支払額  △64,045 △107,614 △43,568 

   法人税等の支払額  △48,688 △48,174 513 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,797,120 △2,670,067 △127,053 

（訂正後） 

    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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     

 （中略）  

   支払利息  66,037 104,380 38,342 

   事業再構築引当金繰入額  － 60,000 60,000 

   売上債権の減少額(△増加額)  △772,747 457,550 1,230,298 

   たな卸資産の増加額  △120,605 △22,553 98,052 

   仕入債務の増加額(△増加額)  115,840 △84,658 △200,499 

   未払金の増加額(△増加額)  193,561 △285,735 △479,296 

   その他  △29,781 △55,782 △26,001 

     小計  △2,716,264 △2,540,590 175,674 

   利息及び配当金の受取額  31,879 26,311 △5,567 

   利息の支払額  △64,045 △107,614 △43,568 

   法人税等の支払額  △48,688 △48,174 513 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △2,797,120 △2,670,067 127,052 



 -9-

18ページ 

（訂正前） 

    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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     

 （中略）  

   その他  △97,207 △114,246 △17,039 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,070,656 △1,023,874 46,782 

 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  2,310,000 860,000 △1,450,000 

   長期借入金の返済による支出  △636,000 △568,000 68,000 

   株式の発行による収入  1,687,403 608,555 △1,078,848 

   自己株式の処分による収入  1,143,820 － △1,143,820 

   新株予約権発行による収入  44,186 16,586 △27,600 

   新株予約権買取による支出  △55,170 △6,955 48,215 

   親会社による配当金の支払額  △90,916 － 90,916 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  4,403,323 910,187 △3,493,136 

 Ⅳ 現金及び現金同等物にかかる換算差額  41,930 △45,184 △87,114 

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少
額) 

 577,476 △2,828,939 △2,251,463 

 （以下略）  
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（訂正後） 

    
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） 

当連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20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     

 （中略）  

   その他  △97,207 △114,246 △17,039 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,070,656 △1,023,874 46,781 

 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  2,310,000 860,000 △1,450,000 

   長期借入金の返済による支出  △636,000 △568,000 68,000 

   株式の発行による収入  1,687,403 608,555 △1,078,847 

   自己株式の処分による収入  1,143,820 － △1,143,820 

   新株予約権発行による収入  44,186 16,586 △27,599 

   新株予約権買取による支出  △55,170 △6,955 48,215 

   親会社による配当金の支払額  △90,916 － 90,916 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  4,403,323 910,187 △3,493,135 

 Ⅳ 現金及び現金同等物にかかる換算差額  41,930 △45,184 △87,114 

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少
額) 

 577,476 △2,828,939 △3,406,415 

 （以下略）  
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(6)「４．連結財務諸表 注記事項（連結貸借対照表関係）」 

25ページ  

（訂正前） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

※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 

※１ 短期借入金1,352,000千円（１年内返済予定の長期借

入金482,000千円を含む）、長期借入金1,757,000千 

（中略） 

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 

また、三菱東京UFJ銀行、百十四銀行、りそな銀行、

阿波銀行及び関西アーバン銀行とのコミットメントラ

イン契約（上限58億円、2008年3月28日付で上限を

35億円に変更）及びりそな銀行からの短期借入金 

（以下略） 

  

（訂正後） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

※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 

※１ 短期借入金1,352,000千円（１年内返済予定の長期借

入金482,000千円を含む）、長期借入金1,757,000千 

（中略） 

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 

また、三菱東京UFJ銀行、百十四銀行、りそな銀行、

阿波銀行及び関西アーバン銀行とのコミットメントラ

イン契約（上限58億円、2008年3月29日付で上限を

35億円に変更）及びりそな銀行からの短期借入金 

（以下略） 

  

 

26ページ  

（訂正前） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

 ４ コミットメントライン及びこれに伴う財務制限条項  ４ コミットメントライン及びこれに伴う財務制限条項 

平成19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、契約上のすべ 

平成19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、2008年３月28日付で上限を35

億円に変更）及び2008年３月28日付で借り入れたり 

（以下略） 

  

（訂正後） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

 ４ コミットメントライン及びこれに伴う財務制限条項  ４ コミットメントライン及びこれに伴う財務制限条項 

平成19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、契約上のすべ 

平成19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、2008年３月29日付で上限を35

億円に変更）及び2008年３月28日付で借り入れたり 

（以下略） 
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(7) 「４．連結財務諸表 注記事項（連結損益計算書関係）」 

27ページ  

（訂正前） 

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） 

（中略） 

※３ 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。 

※３           同左 

（以下略） 

  

（訂正後） 

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） 

（中略） 

※３ 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。 

※３ 固定資産除却損のうち、主なものは建物附属設備の除

却によるものであります。 

（以下略） 

  

 

(8) 「４．連結財務諸表 （連結株主資本等変動計算書関係） ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する

事項」 

29ページ  

（訂正前） 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

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 

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 

当連結会計

年度末残高 

（千円） 

提出会社 

（親会社） 

平成19年12月12日取締役

会決議の新株予約権 
普通株式 － 4,000,000 1,224,000 2,776,000 14,296 

合計 － － 4,000,000 1,224,000 2,776,000 14,296 

（注）平成19年12月12日取締役会決議の新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

 

（訂正後） 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

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 

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 

当連結会計

年度末残高 

（千円） 

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（注１） 
普通株式 500,000 － 500,000 － － 

 平成19年12月12日取締役

会決議の新株予約権（注２） 
普通株式 － 4,000,000 1,224,000 2,776,000 14,296 

合計 － 500,000 2,100,000 1,724,000 2,776,000 14,296 
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（注）１．平成18年12月８日取締役会決議の新株予約権については、条件に従い、平成19年４月18日に残存する全てを取得し、

直ちに消却しております。 

２．平成19年12月12日取締役会決議の新株予約権の当連結会計年度増加は新株予約権の発行によるものであり、当連結会

計年度減少は当該新株予約権の行使によるものであります。 

３．平成20年２月29日取締役会決議の新株予約権10,000株について、新株予約権者との付与条件の合意が当連結会計年度

末を超えたため、連結株主資本等変動計算書には含めておりません。 

 

(9) 「４．連結財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」 

33、34ページ  

（訂正前） 

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 

  （流動資産） 

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） 

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 

繰延税金資産 

 賞与引当金 196,608千円

 たな卸資産 22,730千円

 その他 127,785千円

 繰延税金資産小計 347,125千円

  評価性引当額 △329,566千円

  繰延税金資産合計 17,558千円 

（中略） 

  （固定負債）   （固定負債） 

繰延税金負債 

 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

  評価性引当額 △870,905千円

  繰延税金資産合計 11,021千円 

繰延税金負債 

 投資有価証券の未実現利益 7,543千円

 前払年金費用 133,149千円

  繰延税金負債合計 140,692千円

  繰延税金負債の純額 140,692千円 

（中略） 

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） 

住民税等均等割額 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％ 

法定実効税率 △40.4％

（調整） 

住民税等均等割額 0.5％

評価性引当額 53.4％

その他 0.3％

税効果計適用後の法人税等の負担率 △13.8％ 
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（訂正後） 

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 

  （流動資産） 

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） 

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 

繰延税金資産 

 賞与引当金 196,608千円

 たな卸資産 22,730千円

 その他 127,785千円

 繰延税金資産小計 347,125千円

  評価性引当額 △329,566千円

  繰延税金資産合計 17,558千円 

   （固定資産） 

  退職給付引当金 22,072千円

 その他 138千円

  繰延税金資産合計 22,211千円 

（中略） 

  （固定負債）  

繰延税金負債 

 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

  評価性引当額 △870,905千円

  繰延税金資産合計 11,021千円 

 

（中略） 

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） 

住民税等均等割額 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％ 

法定実効税率 △40.4％

（調整） 

住民税等均等割額 0.5％

評価性引当額 53.4％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 13.8％ 
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(10) 35ページ 「４．連結財務諸表 （セグメント情報） b．所在地別セグメント情報」 

（訂正前） 

当連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 日本 

（千円） 

北米 

（千円） 

欧州 

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高        

   （中略）     

計 14,123,321 934,689 771,784 188,892 16,018,688 △1,444,940 14,573,748 

営業費用 16,639,224 1,929,475 735,030 186,006 19,489,736 △1,004,168 18,485,568 

営業利益 △2,515,902 △994,786 36,754 2,886 △3,471,047 △440,772 △3,911,819 

資産 15,887,523 1,368,066 284,011 292,695 17,832,297 3,634,661 21,466,958 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・・・米国、カナダ 

欧州・・・・・英国 

その他・・・・中国 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は775,351千円であり、その内容は基礎研究費用

であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、45,387千円であり、その主なものは親会社での余資

運用資産（現預金）、基礎研究に係る資産、長期投資資金（投資有価証券）及びその他投資資産等であります。 

（訂正後） 

当連結会計年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 日本 

（千円） 

北米 

（千円） 

欧州 

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高        

   （中略）     

計 14,123,321 934,689 771,784 188,892 16,018,688 △1,444,940 14,573,748 

営業費用 16,639,224 1,929,475 735,030 186,006 19,489,736 △1,004,168 18,485,568 

営業利益 △2,515,902 △994,786 36,754 2,886 △3,471,047 △440,772 △3,911,819 

資産 15,887,523 1,368,066 284,011 292,695 17,832,297 3,634,661 21,466,958 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

北米・・・・・米国、カナダ 

欧州・・・・・英国 

その他・・・・中国 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は574,473千円であり、その内容は基礎研究費用

であります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、4,538,722千円であり、その主なものは親会社での余

資運用資産（現預金）、基礎研究に係る資産、長期投資資金（投資有価証券）及びその他投資資産等であります。 
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(11) 45ページ 「４．株主資本等変動計算書」 

（訂正前） 

評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高 
（千円） 

43,442 8,694 16,583,958 

事業年度中の変動額    

新株の発行   615,132 

プログラム準備金取崩額（注）   － 

特別償却準備金取崩額（注）   － 

当期純損失   △4,852,456 

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額） 

△32,069 5,602 △26,467 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△32,069 5,602 △4,263,791 

平成20年３月31日残高 
（千円） 

11,372 14,296 12,320,165 

 

（訂正後） 

評価・換算差額等  

その他有価証券

評価差額金 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高 
（千円） 

43,442 8,694 16,583,958 

事業年度中の変動額    

新株の発行   615,132 

プログラム準備金取崩額（注）   － 

特別償却準備金取崩額（注）   － 

当期純損失   △4,852,456 

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額） 

△32,069 5,602 △26,467 

事業年度中の変動額合計 
（千円） 

△32,069 5,602 △4,263,791 

平成20年３月31日残高 
（千円） 

11,372 14,296 12,320,167 

 

(12)「５．個別財務諸表 注記事項（貸借対照表関係）」 

49ページ  

（訂正前） 

前事業年度 

（平成19年３月31日） 

当事業年度 

（平成20年３月31日） 

※１ 一年内返済予定の長期借入金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 

※１ 短期借入金870,000千円、一年内返済予定長期借入金

482,000千円及び長期借入金1,757,000千円に対し 

（中略） 

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 

また、三菱東京UFJ銀行、百十四銀行、りそな銀行、

阿波銀行及び関西アーバン銀行とのコミットメントラ

イン契約（上限58億円、2008年3月28日付で上限を

35億円に変更）及びりそな銀行からの短期借入金 

（以下略） 
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（訂正後） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

※１ 一年内返済予定の長期借入金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 

※１ 短期借入金870,000千円、一年内返済予定長期借入金

482,000千円及び長期借入金1,757,000千円に対し 

（中略） 

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 

また、三菱東京UFJ銀行、百十四銀行、りそな銀行、

阿波銀行及び関西アーバン銀行とのコミットメントラ

イン契約（上限58億円、2008年3月29日付で上限を

35億円に変更）及びりそな銀行からの短期借入金 

（以下略） 

  

 

50ページ  

（訂正前） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

 ３ コミットメントライン及びこれに伴う財務制限条項  ３ コミットメントライン及びこれに伴う財務制限条項 

平成19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、契約上のすべ 

平成19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、2008年３月28日付で上限を35

億円に変更）及び2008年３月28日付で借り入れたり 

（以下略） 

  

（訂正後） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

 ３ コミットメントライン及びこれに伴う財務制限条項  ３ コミットメントライン及びこれに伴う財務制限条項 

平成19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、契約上のすべ 

平成19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、2008年３月29日付で上限を35

億円に変更）及び2008年３月28日付で借り入れたり 

（以下略） 

  
 

 

以  上 


