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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 9,289 3.1 △1,739 ― △2,010 ― △2,532 ―
20年3月期第3四半期 9,008 17.8 △4,372 ― △4,380 ― △4,723 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △70.72 ―
20年3月期第3四半期 △143.86 ―

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

21年3月期第3四半期 16,778 9,316 55.2 257.16
20年3月期 21,466 11,670 54.0 336.75

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,254百万円 20年3月期  11,602百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― 0.00 0.00 0.00
21年3月期 ― ― 0.00 ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 14,930 2.4 91 ― 11 ― △700 ― △19.53

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年11月13日に公表しました連結業績予想から変更はありません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について、２ページ【定性的情報・財
務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  35,990,500株 20年3月期  34,454,500株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  340株 20年3月期  280株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  35,990,160株 20年3月期第3四半期  33,833,262株
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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3四半期連結累計期間における我が国の経済環境につきましては、米国のサブプライム問題に端を発する世界的

金融危機により企業収益の減少、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化などによる個人消費の冷え込みがみられ、厳しい

景気の状況が続いております。

　こうした経済状況のもとで、当第３四半期連結累計期間において当社グループでは、コアテクノロジーである自然

言語処理を活かしたATOK関連製品の販売強化、効率的な企業内文書情報検索「ConceptBase Enterprise Search」の投

入、セキュリティ関連製品「Kaspersky」の新版の販売などにより、確実な売上高の確保を図るとともに、経費抑制に

よる損益の改善に取り組んでまいりました。

当第３四半期連結累計期間における売上高に関する主要な事業の状況については以下のとおりであります。

　デスクトップ事業では、新たに定額制の仕組みも取り入れた「ATOK」が前年同期を上回る実績を上げたことに加え、

「Kaspersky」や「ホームページ・ビルダー」の他社ブランド製品の寄与もあり、前年同期比で６億60百万円増加の37

億10百万円(前年同期比22％増)となりました。ライセンス事業でもATOK関連製品が前年同期を上回り好調でしたが、

一太郎関連製品については前年の大型案件の影響から前年同期を下回り、ライセンス事業全体では前年同期比で２億

59百万円減少の33億21百万円（前年同期比７％減）でした。OEM事業は、供給先の携帯電話市場が低調に推移している

影響を受けましたが、非接触ICカード（FeliCa）向けアプリケーション等が健闘し、前年同期比21百万円減の７億24

百万円（前年同期比３％減）となりました。「InternetDisk」サービスを中心とするネットビジネス事業は、堅調に

推移しており前年同期比19百万円増の４億18百万円（前年同期比５％増）となりました。「xfy」「ConceptBase」を

中心とするエンタープライズ事業は、企業の設備投資の先送りがみられ前年同期比７百万円減の７億49百万円（前年

同期比１％減）となりました。JustSystems Canada Inc.におけるXMetaL事業の売上高は、為替変動の影響を受け円貨

換算で３億19百万円となりました。

　以上のことから当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、その他子会社及び海外事業を含めて、前年

同期比２億80百万円増の92億89百万円（前年同期比３％増）となりました。

　損益面につきましては、支払ロイヤリティなど売上原価の増加がありましたが、売上高増加に加え、販売費及び一

般管理費が海外子会社の縮小や経費削減などにより前年同期比で25億76百万円減少したことから、営業損失は17億39

百万円（前年同期比26億33百万円改善）、経常損失は20億10百万円（前年同期比23億69百万円改善）となりました。

当四半期純損益につきましては、JustSystems Canada Inc.ののれん及び無形固定資産の減損処理、事業構造見直しに

伴う費用など４億72百万円を特別損失に計上したことなどにより四半期純損失25億32百万円（前年同期比21億90百万

円改善）となりました。

　なお、上記前年同期比及び増減は参考として記載しております。

　また、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、セグメント情報の開示における事業の種

類別セグメント情報に関する事項を省略しております。上記主要な事業に関する売上高の情報は参考として記載して

おります。

（当第３四半期連結累計期間における損益の特徴）

　当社グループの業績は季節変動があり、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・業務委託費等の費用は、売上の多寡にかかわらず毎月発生する費用であるため、当第３四

半期連結累計期間の売上に対する費用負担が大きくなっております。そのため、当第３四半期連結累計期間の業績は

損失が出やすい傾向があります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況に関する分析

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ46億88百万円減少した167億78百万円となりま

した。これは主に借入金の返済により現金及び預金が13億56百万円、売掛債権の回収等により受取手形及び売掛金

が19億45百万円減少したことによるものです。負債につきましては、前連結会計年度末に比べて23億34百万円減少

した74億62百万円となりました。これは未払金が５億37百万円、短期借入金が16億10百万円減少したことになどに

よるものです。純資産の部につきましては、四半期純損失を計上したことなどにより、23億54百万円減少した93億

16百万円となりました。

②連結キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間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33億8百万円

と、前連結会計年度末に比べて13億23百万円減少しました。

営業活動により使用した資金は、69百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失を24億74百万円計上
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しましたが、売掛債権の回収が19億33百万円あったことなどによるものです。

投資活動により使用した資金は、３億79百万円となりました。これは主にソフトウェアや有形固定資産の取得によ

る支出であります。

財務活動により使用した資金は、８億11百万円となりました。これは、短期借入金が17億70百万円減少しましたが、

長期借入金が５億60百万円増加したことと、新株予約権の行使による払い込みが３億98百万円あったことによるも

のです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期通期連結業績予想につきましては、平成20年11月13日付けで公表いたしました「特別損失の計上及

び業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はございません。

　ただし、厳しい景気状況が予想される現在の経営環境下における当第４四半期以降の販売状況等の見通しを鑑み、

今後の業績推移については注意深く把握する必要があり、連結業績予想に修正の必要が生じた場合には、直ちに開示

いたします。

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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変更がないものと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

２．棚卸資産の評価方法

　当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

３．固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

（３）四半期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

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。

３．「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

　これにより、利益剰余金期首残高が71,071千円減少し、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及

び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ15,147千円増加しております。
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,337,833 4,694,507 

受取手形及び売掛金 2,064,322 4,009,825 

商品 112,924 137,173 

製品 104,254 112,794 

原材料 157,917 141,302 

仕掛品  91 

その他のたな卸資産 68,940 57,278 

その他 561,875 729,746 

貸倒引当金 △4,641 △5,251 

流動資産合計 6,403,428 9,877,468 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,401,594 4,591,020 

土地 3,569,077 3,569,077 

その他（純額） 211,798 316,985 

有形固定資産合計 8,182,470 8,477,084 

無形固定資産   

のれん － 360,597 

ソフトウエア 455,422 681,401 

ソフトウエア仮勘定 307,477 106,096 

その他 3,738 224,107 

無形固定資産合計 766,638 1,372,203 

投資その他の資産   

投資有価証券 301,826 658,960 

その他 1,137,804 1,096,622 

貸倒引当金 △14,031 △15,381 

投資その他の資産合計 1,425,600 1,740,202 

固定資産合計 10,374,709 11,589,490 

資産合計 16,778,138 21,466,958 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 296,460 506,494 

短期借入金 2,442,000 4,052,000 

未払金 680,487 1,217,564 

未払法人税等 52,202 76,039 

賞与引当金 86,017 484,979 

事業構造改善引当金 993 60,000 

その他 887,633 827,178 

流動負債合計 4,445,794 7,224,257 

固定負債   

長期借入金 2,157,000 1,757,000 

繰延税金負債 150,039 140,692 

退職給付引当金 675,390 638,700 

その他 33,886 35,767 

固定負債合計 3,016,316 2,572,160 

負債合計 7,462,111 9,796,417 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,887,771 7,684,578 

資本剰余金 10,355,399 10,152,206 

利益剰余金 △9,034,741 △6,431,234 

自己株式 △525 △516 

株主資本合計 9,207,903 11,405,033 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,802 11,372 

為替換算調整勘定 45,355 185,895 

評価・換算差額等合計 47,158 197,268 

新株予約権 7,076 14,296 

少数株主持分 53,889 53,942 

純資産合計 9,316,026 11,670,541 

負債純資産合計 16,778,138 21,466,958 
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（２）【四半期連結損益計算書】 
  【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 9,289,036 

売上原価 3,718,096 

売上総利益 5,570,940 

販売費及び一般管理費 7,310,427 

営業損失（△） △1,739,487 

営業外収益  

受取利息 12,357 

受取配当金 1,224 

その他 27,873 

営業外収益合計 41,455 

営業外費用  

支払利息 80,471 

為替差損 198,703 

その他 33,361 

営業外費用合計 312,536 

経常損失（△） △2,010,569 

特別利益  

投資有価証券売却益 31,356 

貸倒引当金戻入額 921 

その他 1,452 

特別利益合計 33,729 

特別損失  

固定資産売却損 7,947 

固定資産減損損失 349,131 

事業構造改善費用 121,923 

事業構造改善引当金繰入額 993 

その他 17,542 

特別損失合計 497,538 

税金等調整前四半期純損失（△） △2,474,377 

法人税、住民税及び事業税 42,239 

法人税等調整額 15,665 

法人税等合計 57,904 

少数株主利益 154 

四半期純損失（△） △2,532,436 
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  【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,719,919 

売上原価 1,307,522 

売上総利益 1,412,397 

販売費及び一般管理費 1,832,599 

営業損失（△） △420,202 

営業外収益  

受取利息 4,951 

受取配当金 279 

その他 13,262 

営業外収益合計 18,494 

営業外費用  

支払利息 25,975 

為替差損 173,352 

その他 2,282 

営業外費用合計 201,610 

経常損失（△） △603,318 

特別利益  

投資有価証券売却益 16,679 

特別利益合計 16,679 

特別損失  

固定資産売却損 2,917 

固定資産減損損失 △139,421 

事業構造改善費用 △23,373 

事業構造改善引当金繰入額 993 

その他 5,284 

特別損失合計 △153,599 

税金等調整前四半期純損失（△） △433,038 

法人税、住民税及び事業税 22,101 

法人税等調整額 3,474 

法人税等合計 25,575 

少数株主利益 283 

四半期純損失（△） △458,898 
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △2,474,377 

減価償却費 923,250 

固定資産減損損失 349,131 

受取利息及び受取配当金 △13,581 

支払利息 80,471 

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △59,006 

売上債権の増減額（△は増加） 1,933,853 

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,602 

仕入債務の増減額（△は減少） △205,493 

未払金の増減額（△は減少） △455,325 

その他 △34,429 

小計 49,094 

利息及び配当金の受取額 13,276 

利息の支払額 △74,675 

法人税等の支払額 △57,035 

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,340 

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 △71,712 

無形固定資産の取得による支出 △618,797 

投資有価証券の売却による収入 324,675 

その他 △13,313 

投資活動によるキャッシュ・フロー △379,148 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,770,000 

長期借入れによる収入 1,000,000 

長期借入金の返済による支出 △440,000 

株式の発行による収入 398,476 

その他 △9 

財務活動によるキャッシュ・フロー △811,533 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63,740 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,323,761 

現金及び現金同等物の期首残高 4,632,165 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,308,403 
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　当社グループは前連結会計年度において、xfy事業の先行投資等により３期連続の営業損失となり、その結果、シン

ジケートローン及びりそな銀行との借入契約の財務制限条項に抵触する事実が発生しました。当第３四半期連結累計

期間におきましても営業損失が継続し、手元運転資金が減少している状況から、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。

　このような中、当社グループでは当該状況を解消すべく、以下の対策を講じております。

１）「xfy」を中心としたエンタープライズ事業に係る損益改善のための施策

　本格的なXML製品の市場開拓に時間を要している現状を踏まえ、平成20年６月より順次「xfy」の開発人員の異

動を進めており、サービス売上高の確保と案件クローズ率の改善並びに投資負担の軽減を図っております。

　また、海外事業の損益を改善するため、海外の営業拠点であるJustSystems North America, Inc.では営業拠点

を閉鎖し、JustSystems EMEA Ltdは人員を大幅に縮小し、欧州におけるXMetaL製品の販売に特化することにいた

しました。これにともないJustSystems Canada Inc.につきましても体制を見直し、規模の縮小による事業の健全

化を進め、当第３四半期以降営業損益が収支均衡になるためのリストラクチャリングを実施いたしました。

２）売上計画の見直しおよび大幅なコスト削減策の実行

　平成20年５月にプロジェクトを発足し、大幅な経費削減を中心とした施策を行っております。また、同時に、

役員報酬の減額についても実施いたしました。

　加えて、財務面におきましては、資産の有効活用の一環として保有有価証券の売却を進めるとともにコスト削

減による営業キャッシュ・フローの改善によって自己資金の確保に努めてまいりました。

　以上の結果、シンジケートローンによる借入契約（平成20年12月末現在借入金額なし）及びりそな銀行からの

借入契約（平成20年12月末現在借入金額４億円）は、財務制限条項に抵触している状況でありますが、シンジケー

トローンについては、金融機関との交渉の結果、平成21年３月末日までの利用を可能とする旨の通知を平成20年

10月22日に金融機関より受領しております。また、りそな銀行の借入については、当初契約期間における借入継

続のままで

変更はありません。

３）経済環境悪化への追加的な対策

　アメリカにおけるサブプライムローンに端を発した世界的な経済環境の悪化は、システム製品等への受注環境

の悪化へと波及しており、上記の対策だけでは、十分に損益を改善できず、資金繰りに関するリスクが拡大して

きております。

　この環境変化に対する施策として、開発段階で蓄積している特許を有効に活用して、資金の確保に積極的に取

り組んでいくことにいたしました。これにより当連結会計年度において数億円規模の資金確保を見込んでおり、

来期以降においても継続的に展開することを計画しております。

また、更なる施策の一つとして、「xfy」を中心とした新エンタープライズ事業の安定的な基盤を構築するために、

他社との業務提携等による事業の活性化と、一層の売り上げ拡大を目指す交渉活動を積極的に進めており、当連

結会計年度中に実現できるものと考えております。

上記の対策により、当社グループの事業継続に必要な資金を確保できるものと判断しております。

　上記のような経営改善計画を確実に実行し業績を回復することで、当該疑義の早期解消に努めてまいりたいと考え

ております。

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表

には反映しておりません。
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（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12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。

〔所在地別セグメント情報〕

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12月31日）

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％超であるため、記載を省略しております。

〔海外売上高〕

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年12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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　平成19年12月に発行致しました第８回新株予約権について、当第３四半期連結累計期間では384個（1,536,000

株）の権利行使が行われたことにより、資本金及び資本準備金がそれぞれ203,193千円増加しております。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 9,008,885

Ⅱ　売上原価 3,494,730

売上総利益 5,514,154

Ⅲ　販売費及び一般管理費 9,886,938

営業損失 4,372,783

Ⅳ　営業外収益 164,806

Ⅴ　営業外費用 172,271

経常損失 4,380,248

Ⅵ　特別利益 92,394

Ⅶ　特別損失 34,219

税金等調整前四半期純損失 4,322,073

税金費用 401,354

少数株主損失　 153

四半期純損失 4,723,273
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