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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 14,314 △1.8 △959 ― △1,355 ― △1,808 ―
20年3月期 14,573 11.4 △3,911 ― △4,167 ― △4,752 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 △50.46 ― △16.6 △7.1 △6.7
20年3月期 △143.29 ― △34.3 △17.7 △26.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  0百万円 20年3月期  0百万円

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 16,955 10,184 59.8 281.52
20年3月期 21,466 11,670 54.0 336.75

（参考） 自己資本   21年3月期  10,131百万円 20年3月期  11,602百万円

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

21年3月期 621 △710 △1,793 2,690
20年3月期 △2,670 △1,023 910 4,632

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 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

 

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

第2四半期 
連結累計期間

5,930 △9.7 △910 ― △950 ― △970 ― △15.10

通期 14,000 △2.2 100 ― 50 ― 10 ― 0.16
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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）  無  

（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） 

（注）詳細は、17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） 

（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、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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  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  340株 20年3月期  280株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 13,810 △1.3 △722 ― △972 ― △2,774 ―
20年3月期 13,994 9.8 △3,169 ― △3,294 ― △4,852 ―

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

21年3月期 △77.41 ―
20年3月期 △146.31 ―

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 17,767 9,935 55.9 275.86
20年3月期 22,085 12,320 55.7 357.17

（参考） 自己資本 21年3月期  9,928百万円 20年3月期  12,305百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

※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。 

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

第2四半期 
累計期間

5,700 △8.9 △780 ― △820 ― △830 ― △12.92

通期 13,300 △3.7 70 ― 30 ― 10 ― 0.16
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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

の悪化等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。

　当社グループはこの数年間、XML（eXtensible Markup Language）の可能性に着目し既にXML利用が広がっている

米国並びに欧州での事業活動を開始し、大きな経営資源を投入して営業網の構築と整備を進めてまいりましたが、

当初見込んでいたような急速な市場の立ち上がりがみられず、事業計画の大幅な遅れと業績の低迷を招く結果とな

りました。こうした状況から当社は欧米事業拠点を大幅に縮小し、システム製品を国内に絞って展開すると共に、

平成20年５月より全社的なコスト削減プロジェクトを発足させ、広告宣伝費、業務委託費、外注費等の大幅な費用

の見直しによるコスト削減策を進め、営業損益と財務体質の改善を図ってまいりました。

　一方、限られた経営資源を有効かつ的確に活用し売上増大に全力を尽くした結果、平成21年３月期第３四半期ま

での売上高は事業計画をほぼ達成する水準で推移したものの、昨秋以降の世界的な経済環境の悪化に伴う企業収益

の減少と設備投資の抑制、雇用情勢の悪化による個人消費の冷え込み等が、IT業界においても多大な影響を与えて

おり、当社のシステム製品は、同第４四半期において当初見込んでいた企業からの受注が大きく減少しました。こ

のような状況から経済環境による売り上げの落ち込みの影響を最小限に留めるため、全社をあげてコスト削減等の

経営改善にさらに取り組んでまいりました。

  当社事業についての各事業部門別の状況は以下のとおりです。

　デスクトップ事業では、コンシューマー向けパッケージソフトウェアの販売環境は厳しい状況が続いております

が、「ホームページ・ビルダー」「Kaspersky」等の他社ブランド製品の寄与や「ATOK」が前期を上回る実績をあげ

たことから、当連結会計期間の売上高は60億50百万円と前期比101％とほぼ前年並みとなりました。

　ライセンス事業では、「ATOK」関連製品が前期を上回り、前期と比較して特別需要の見込めない官公庁からの売

上減少をカバーしたことなどにより、売上高は前期比97％の47億２百万円とほぼ前期水準の売上高を確保しまし

た。

　OEM事業では、法人分野のビジネス環境の悪化並びに携帯向け組み込みATOKの大幅な落ち込み等により、売上高は

前期比85％の11億65百万円と目標を下回りました。

　エンタープライズ事業では、金融危機の影響を直に受け、売上高は前期比105％の13億18百万円となり前期と横ば

いの結果となりました。特に「xfy」は影響を受け、売上高は２億46百万円と計画を大きく下回りました。

　インターネットディスク事業では、法人向けサービスが横ばいとなり売上高は前期比106％の５億72百万円に留ま

りました。

　JustSystems Canada Inc.で展開するXMetaL事業については営業体制の変更等もあり４％減の４億43百万円となり

ました。

　以上の結果、連結の売上高は国内エンタープライズ事業が計画より大きく下回ったことにより、前期比98％の143

億14百万円と前期を下回る結果となりました。

　一方、販管費及び一般管理費については、北米を中心とする営業網の閉鎖等による人件費の前期比８億７百万円

の減少、また国内のコスト削減活動による広告宣伝費の前期比７億38百万円の減少及びその他業務委託費等のコス

ト削減による１億91百万円の減少により販管費は前年同期比で35億33百万円減少しております。

　上記の結果、営業損失は９億62百万円となりました。経常損失につきましては、営業外費用４億50百万円を計上

したことにより13億58百万円となりましたが、前期に比べ28億８百万円改善しております。また、特別損失として

JustSystems Canada Inc.における、のれん及び無形固定資産の減損処理、その他事業構造の見直しに伴う費用等に

より５億40百万円を計上したため、当期純損失は18億８百万円となりましたが、前期に比べ29億44百万円改善して

おります。

　単独の売上高は、経済環境悪化の中で138億10百万円と、前期比１億84百万円の減少に留めることができました。

また、上述の理由で特別損失として19億11百万円を計上したことにより、当期純損失は27億74百万円となりました

が、前年同期に比べ20億77百万円改善できております。

（次期の見通し） 　

　当社グループは、この数年間言語処理技術や「xfy」など高い技術優位性を活かした高付加価値な製品・サービス

の市場投入を通じて、エンタープライズ事業の拡大を目指しておりますが、当連結会計年度全体の売上高143億14百

万円に対し、エンタープライズ事業の売上高比率は９％と前年同期横ばいの13億18百万円に留まっております。そ

の結果、４期連続の営業損失を計上しております。エンタープライズ事業の立ち上げに時間を要する状況下におけ

る当社グループ最大の課題は、早期に営業損益を改善するための実質的かつ有効な施策が打てていないことです。

営業損益の改善が進まない状況が今後も継続することになれば、エンタープライズ事業の継続的な強化実現にも支
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障をきたしてまいります。

　当社グループは、早期収益改善施策の一つとして今後ライセンス事業の強化、拡大を積極的に推進いたします。

拡大を図るうえで必要となる営業力、製品企画力強化に取り組んでまいります。一方「xfy」等エンタープライズ事

業については、将来を見据えた事業基盤の育成が今後の課題となり、前期絞り込んだ販売ターゲットと見込み顧客

に対して着実かつ継続的営業展開を進めることがなにより重要となります。

　経済環境による売上高への影響を3.5％と想定して次期事業部門別予測は、デスクトップ事業に関しては引き続き

販売環境が厳しいことを考慮して前期比４％減の58億円、ライセンス事業の売上高は官公庁の売上減を考慮し前期

比９％減の43億50百万円を見込んでおります。OEM事業の売上高は経済環境が引き続き厳しいことを考慮し前期比

15％減の10億円、エンタープライズ事業の売上高は前期比18％増の15億円、インターネットディスク事業は11％減

の５億円を見込みます。

　JustSystems Canada Inc.で展開するXMetaL事業については、ROIの高いIT投資に繋げることができるツールと認

識され市場ニーズも高くなってきているため、35％増の６億円を見込みます。

　この結果、次期連結会計年度売上高を140億円、営業利益は１億円、経常利益は50百万円、当期純利益は10百万円

と見込んでおります。

(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

（資産の部）

　資産合計は前連結会計年度比45億10百万円減少の169億56百万円となりました。

　流動資産は、前連結会計年度比29億27百万円減少の69億50百万円となりました。現金及び預金が19億73百万円減

少したことと受取手形及び売掛金が５億17百万円減少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３億24百万円減少の81億52百万円となりました。減価償却の実施が主な要因

です。

　無形固定資産は、前連結会計年度比９億22百万円減少の４億49百万円となりました。のれんの減少３億60百万円

やソフトウェアの減少３億73百万円が主な要因です。

　投資その他の資産は、前連結会計年度比３億35百万円減少の14億５百万円となりました。投資有価証券が売却な

どにより３億81百万円減少したのが主な要因です。

（負債の部）

　負債の部におきましては、短期借入金が25億42百万円減少したこと及び未払金が４億11百万円減少したこと等に

より、30億25百万円減少の67億70百万円となりました。

（純資産の部）

　当期純損失18億７百万円を計上したことなどにより、純資産の部は14億84百万円減少の101億85百万円となりま

した。  

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、26億90百万円となり、

前連結会計年度末に比べ19億41百万円減少しました。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、６億21百万円（前連結会計年度は25億40百万円の使用）となりました。これは

主に、税金等調整前当期純損失17億46百万円を計上したこと、減価償却14億82百万円を実施したこと、売掛債権が

５億32百万円減少したこと及び買掛金及び未払金が４億37百万円減少したことなどによるものであります。

（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７億10百万円（前連結会計年度比１億95百万円の使用の減少）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８億85百万円を計上したこと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、使用した資金は17億93百万円（前連結会計年度は９億10百万円の獲得）となりました。これは、

主に短期借入金の純減額27億10百万円、長期借入金の増加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、多額の損失を計上したことから見送らせていただきたく存じます。
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(4）事業等のリスク

① 継続企業の前提について

当連結会計年度において、当社グループは４期連続の営業損失を計上しましたが、平成21年４月３日に株式会社

キーエンスと業務・資本提携を結び、約45億円の資金を調達したことにより、継続企業の前提に関する重要な不確

実性は認められないものと考えております。当社グループは引き続き事業の収益力の改善に努めるとともに営業利

益の確保を目指し、堅実かつ積極的な事業展開を進めてまいります。

② 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、xfy関連事業においても、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24％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 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。 

④ 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。 

⑤ 情報システムのリスクについて

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。 

⑥ 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。 

⑦ 株式の希薄化リスク

当社は、平成21年４月３日開催の当社取締役会において、第三者割当増資（以下「本第三者割当増資」という。）

を行うことを決議いたしました。本第三者割当増資は、厳しい事業環境下での当社の経営安定に寄与するものと考

えており、今後の業績及び企業価値の回復に一層注力する所存であります。

　本第三者割当増資では、現時点の発行済株式総数の78％に相当する28,234,300株を発行しますが、これによって

１株当たりの株式価値が希薄化いたします。しかし、毀損した資本の増強を図ると共に、信用力の補完が最優先の

経営課題であり、営業面でのシナジー効果を得られつつ、中長期的に当社の企業価値を高めていくためには本第三

者割当増資等は必要不可欠と判断しており、株式の発行数量及び希薄化の規模が合理的であると判断いたしました。

今後は、早期に株主価値の増大を実現できるよう努力してまいる所存であります。

⑦ 筆頭株主の異動について
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今回の第三者割当増資により、株式会社キーエンスの持株比率が43.96％になることから筆頭株主が当社代表取

締役社長である浮川和宣から変更になります。株式会社キーエンスは当社との業務提携を通じて中長期的に当社の

企業価値を高めていくことを目指していることから、中長期にわたり保有されるものと考えております。
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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 EMEA 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 North America, Inc. 

ソフトウェア販売 

連結子会社 
Justsystems Canada Inc. 

ソフトウェア開発・販売 

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 North America, 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．大連佳思騰軟件有限公司は、平成20年３月に解散し精算することを決議し、現在清算中の会社であります。
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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。今後は、これから本格化するCloud Computing時

代を勝ち抜くサーバーベースの製品・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、企業成長を図ってまいります。

次期におきましては、経常段階での黒字を目指すことを目標といたします。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、海外の売上比率が少なく平成22年３月期 における個別の事業別売上予測は、デスクトップ事業58億円、ラ

イセンス事業44億円、OEM事業10億円、エンタープライズ事業15億円、インターネットディスク事業５億円となってお

り売上高合計133億円に対して、エンタープライズ事業の占める比率は10％強であり、立ち上げに時間を要しておりま

す。現況の売上規模で経常利益がほぼ収支均衡しており、当社グループ最大の課題は、早期に営業損益を改善するた

めの実質的かつ有効な施策が打てていないことです。

　このため、①事業ごとの収益力の向上を図る、②今後本格化するCloud Computing時代を勝ち抜くサーバーベースの

製品・サービス戦略とその研究開発投資、③経常利益率目標10％、以上の３項目を向こう３年間の経営革新期間と捉

え、中期経営方針を設定いたします。

  事業ごとの採算性を明確化するため営業から開発まで一貫した収益管理、経営・営業管理システムのインフラ整備

等を行うことで収益力の向上を目指します。また将来の成長の柱となるEarlyStage製品事業開発及び共通ソフトウェ

ア基盤の研究開発に対しては、投資フェーズの目標利益を設定し、管理された適正な投資の中で開発を進めてまいり

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、エンタープライズ事業を今後の成長の柱に据え、グループの成長を目指します。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

　当社は、研究開発型企業であり「xfy」や「ConceptBase Enterprise Search」等の開発過程で生まれた研究成果を、

競争力ある次世代の製品開発やシステム開発に活かしていくことが大変重要となります。研究開発成果は、最終製品

での納入及び稼働実績を通じてはじめて活かされ、次世代の製品開発にさらには研究開発テーマ創成能力の向上に繋

がっています。当社は、経済環境悪化の中でエンタープライズ事業において「xfy」「ConceptBase Enterprise 

Search」ともに大きな影響を受けておりますが、不況下にあっても環境変化の動きへの対応力を養いつつ、当期形成

したパイプラインを活かす営業努力を積み重ね、確実に受注に結びつけてまいります。今後は、エンタープライズ事

業において当社の営業力の真価を発揮していくと同時に全事業の収益力を早急かつ一段とあげるための営業強化施策

を推進してまいります。

 

(5）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

(単位：千円)

前連結会計年度末 当連結会計年度末

(平成20年3月31日) (平成21年3月31日)

(資産の部)

流動資産

現金及び預金 4,694,507 2,720,597

受取手形及び売掛金 4,009,825 3,492,601

たな卸資産 448,641 －

製品及び商品 － 191,344

原材料及び貯蔵品 － 186,092

繰延税金資産 17,558 17,191

その他 712,187 348,403

貸倒引当金 △5,251 △6,931

流動資産合計 9,877,468 6,949,300

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,002,939 9,992,190

工具器具備品 1,828,574 1,663,928

土地 3,569,077 3,569,077

その他 30,901 86,074

減価償却累計額 △6,954,409 △7,159,104

有形固定資産合計 8,477,084 8,152,166

無形固定資産

のれん 360,597 －

ソフトウェア 681,401 307,473

ソフトウェア仮勘定 106,096 138,304

その他 224,107 3,459

無形固定資産合計 1,372,203 449,237

投資その他の資産

投資有価証券 658,960 277,832

繰延税金資産 22,211 24,403

前払年金費用 329,252 380,638

その他 745,158 736,356

貸倒引当金 △15,381 △14,031

投資その他の資産合計 1,740,202 1,405,199

固定資産合計 11,589,490 10,006,604

資産合計 21,466,958 16,955,904
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(単位：千円)

前連結会計年度末 当連結会計年度末

(平成20年3月31日) (平成21年3月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 506,494 395,483

短期借入金 4,052,000 1,510,000

未払金 1,217,564 805,919

未払法人税等 76,039 64,919

賞与引当金 484,979 397,721

事業再構築引当金 60,000 －

その他 827,178 764,094

流動負債合計 7,224,257 3,938,138

固定負債

長期借入金 1,757,000 1,937,000

繰延税金負債 140,692 155,624

退職給付引当金 638,700 667,639

その他 35,767 73,139

固定負債合計 2,572,160 2,833,403

負債合計 9,796,417 6,771,542

純資産の部

株主資本

資本金 7,684,578 7,887,771

資本剰余金 10,152,206 10,355,399

利益剰余金 △6,431,234 △8,311,278

自己株式 △516 △525

株主資本合計 11,405,033 9,931,367

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,372 2,495

為替換算調整勘定 185,895 197,958

評価・換算差額合計 197,268 200,453

新株予約権 14,296 7,283

少数株主持分 53,942 45,258

純資産合計 11,670,541 10,184,361

負債及び純資産合計 21,466,958 16,955,904
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（２）連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日）

売上高 14,573,748 14,314,302

売上原価 5,370,235 5,695,248

売上総利益 9,203,512 8,619,054

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,966,200 1,227,712

従業員給料手当 3,451,043 2,841,581

賞与引当金繰入額 236,650 187,304

退職給付費用 30,076 52,705

研究開発費 2,231,289 1,554,398

業務委託費 1,142,308 950,803

減価償却費 212,045 165,402

その他 3,845,718 2,598,612

販売費及び一般管理費合計 13,115,332 9,578,522

営業損失（△） △3,911,819 △959,468

営業外収益

受取利息 24,957 14,001

違法コピー和解金 58,636 12,851

その他 49,234 38,311

営業収益合計 132,828 65,164

営業外費用

支払利息 104,380 108,127

為替差損 124,521 283,530

支払手数料 55,195 －

その他 103,929 69,781

営業外費用合計 388,027 461,438

経常損失（△） △4,167,019 △1,355,742

特別利益

投資有価証券売却益 87,138 31,356

その他 － 117,944

特別利益合計 87,138 149,301

特別損失

固定資産除却損 23,655 17,128

固定資産売却損 1,599 －

固定資産減損損失 － 364,294

投資有価証券評価損 6,437 6,142

事業構造改善引当金繰入額 60,000 －

事業構造改善費用 － 85,953

その他 4,013 66,623

特別損失合計 95,706 540,141

税金等調整前当期純損失（△） △4,175,587 △1,746,583

法人税、住民税及び事業税 59,439 42,810

法人税等調整額 517,970 20,004

法人税等合計 577,410 62,814

少数株主損失（△） △685 △425

当期純損失（△） △4,752,311 △1,808,972
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日）

株主資本

資本金

前期末残高 7,376,948 7,684,578

当期変動額

新株の発行 307,629 203,193

当期変動額合計 307,629 203,193

当期末残高 7,684,578 7,887,771

資本剰余金

前期末残高 9,844,703 10,152,206

当期変動額

新株の発行 307,502 203,193

当期変動額合計 307,502 203,193

当期末残高 10,152,206 10,355,399

利益剰余金

前期末残高 △1,678,922 △6,431,234

当期変動額

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △71,071

当期純損失（△） △4,752,311 △1,808,972

当期変動額合計 △4,752,311 △1,880,043

当期末残高 △6,431,234 △8,311,278

自己株式

前期末残高 △516 △516

当期変動額

自己株式の取得 － △9

当期変動額合計 － △9

当期末残高 △516 △525

株主資本合計

前期末残高 15,542,212 11,405,033

当期変動額

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △71,071

新株の発行 615,132 406,386

当期純損失（△） △4,752,311 △1,808,972

自己株式の取得 － △9

当期変動額合計 △4,137,178 △1,473,666

当期末残高 11,405,033 9,931,367
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(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日）

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 43,442 11,372

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,069 △8,877

当期変動額合計 △32,069 △8,877

当期末残高 11,372 2,495

為替換算調整勘定

前期末残高 489,736 185,895

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △303,841 12,062

当期変動額合計 △303,841 12,062

当期末残高 185,895 197,958

新株予約権

前期末残高 8,694 14,296

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,602 △7,013

当期変動額合計 5,602 △7,013

当期末残高 14,296 7,283

少数株主持分

前期末残高 53,333 53,942

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 608 △8,684

当期変動額合計 608 △8,684

当期末残高 53,942 45,258

純資産合計

前期末残高 16,137,419 11,670,541

当期変動額

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △71,071

新株の発行 615,132 406,386

当期純損失（△） △4,752,311 △1,808,972

自己株式の取得 － △9

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △329,699 △12,512

当期変動額合計 △4,466,878 △1,486,179

当期末残高 11,670,541 10,184,361
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日）

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（△） △4,175,587 △1,746,583

減価償却費 1,535,840 1,482,505

固定資産除売却損 25,255 36,025

投資有価証券売却益 △87,138 △31,356

投資有価証券評価損 6,437 4,992

固定資産減損損失 － 367,499

事業再構築引当金繰入額 60,000 －

受取利息及び配当金 △26,427 △15,241

支払利息 104,380 108,127

売上債権の減少額(△増加額) 457,550 530,731

たな卸資産の減少額(△増加額) △22,553 71,204

仕入債務の増加額(△減少額) △84,658 △107,089

未払金の増加額(△減少額) △285,735 △330,168

その他 △47,955 391,253

小 計 △2,540,590 761,900

利息及び配当金の受取額 26,311 15,296

利息の支払額 △107,614 △109,615

法人税等の支払額 △48,174 △46,549

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,670,067 621,031

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 △92,969 △142,995

無形固定資産の取得による支出 △978,367 △885,701

投資有価証券の取得による支出 △101,224 －

投資有価証券の売却による収入 262,932 332,503

その他 △114,246 △13,825

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,023,874 △710,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入による純増減額(△減少額) 860,000 △2,710,000

長期借入による収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △568,000 △482,000

株式の発行による収入 608,555 398,476

新株予約権発行による収入 16,586 －

新株予約権買取による収入 △6,955 －

自己株式の取得による支出 － △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 910,187 △1,793,533

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45,184 △58,874

現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △2,828,939 △1,941,394

現金及び現金同等物の期首残高 7,461,104 4,632,165

現金及び現金同等物の期末残高 4,632,165 2,690,771
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継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　当社グループは当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、

当連結会計年度の末日における連結貸借対照表の純資産

の部の金額が、平成19年３月期の末日における連結貸借

対照表の純資産の部の金額の75％を下回りました。これ

により、シンジケートローン（平成20年３月31日現在　

借入極度額35億円　借入金額15億円）及びりそな銀行と

の借入契約（平成20年３月31日現在　借入金額8億円）の

財務制限条項に抵触する事実が発生し、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、

既存事業の収益力の改善に努めるとともに、現在先行投

資中で損失の大きな理由になっておりますxfy事業に関す

る損益の改善のため、以下の対策を講じております。

（１）xfy事業に係る販売体制の抜本的な強化

　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、xfyの顧客ニーズに対応し、パートナー様、

エンドユーザー様が速やかに導入できるよう当社側で

カスタマイズできるサービス体制確保のため、xfyの開

発人員の４割を異動させることによるサービス売上高

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。

（２）xfy事業の既存顧客基盤への展開

　xfyの開発途上で生まれたメタ情報検索技術を応用し、

多量のデータからの検索を可能にしたConceptBase 

Enterprise Searchなど当社が既存の顧客基盤を有し、

販売活動が容易な製品との併売を開始致します。

（３）xfy事業の海外展開方針の見直し

　海外事業の損益改善のために、海外で実績のある

XMetaL製品販売への一時的な集中による海外営業体制

の効率化及び高コストな欧州拠点の見直しにより、平

成21年３月期における経常損益が収支均衡になる施策

を現在推進しております。

　一方、財務面におきましては資産売却を含む資産の有

効活用を図っていくとともに、平成19年12月に発行致し

ました第８回新株予約権につきましても引き続き行使を

促進しております。また、百十四銀行より、従来から融

資を継続いただいている長期借入及びシンジケートロー

ンの借入枠に加え、短期の当座貸越枠15億円の代わりに、

長期借入10億円及び当座貸越枠10億円の合計20億円への

借入へ変更し、実質的に５億円の増枠を確約いただくと

ともに、さらなるご支援についてもご理解を得ておりま

す。

──────
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前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　また、シンジケートローンによる借入（平成20年４月

末現在　借入金額５億円）並びにりそな銀行からの借入

金（平成20年４月末現在　借入金額８億円）については、

財務制限条項に抵触している状況ではありますが、幹事

行を始め主要金融機関の一定の理解を得ており、期限の

利益を喪失しないよう交渉し、継続的なご支援を要請す

る予定であります。

　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連結財務諸表には反映し

ておりません。　　

──────
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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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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　９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.、JustSystems North 

America,Inc.(旧JustSystems,Inc.)、

JustSystems Canada Inc.(旧

JustSystems Canada Holding Inc.が

JustSystems Canada Inc.を吸収合併

し商号変更)、JustSystems EMEA 

Limited(旧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

(1）連結子会社の数　９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.、JustSystems North 

America,Inc.(旧JustSystems,Inc.)、

JustSystems Canada Inc.、

JustSystems EMEA 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

(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

(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

　１社

南京南大騰龍軟件有限公司

(1）持分法を適用した非連結子会社数

　１社

南京南大騰龍軟件有限公司

(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。なお、JustSystems 

US Holding, Inc.、JustSystems North 

America,Inc.、JustSystems Evans 

Research, Inc.、JustSystems Canada 

Inc.、及びJustSystems EMEA Limitedは、

当連結会計年度より決算日を２月末から３

月末日に変更したことに伴い、連結財務諸

表の作成においては、平成19年３月１日か

ら平成20年３月31日までの13ケ月間の財務

諸表を利用しております。

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。
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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）

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

　　　　同左

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。

投資事業組合への出資

　　　　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

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）

（会計方針の変更）

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、当連結

会計年度より「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。

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

有形固定資産

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（リース資産を除く）

親会社及び国内連結子会社

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 （会計方針の変更）　

当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、

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。

これによる損益並びにセグメント情報

に与える影響は軽微であります。　

（追加情報）　

当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３月31日以前

に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

これによる損益並びにセグメント情報

に与える影響は軽微であります。 　

 

 

 

 

在外連結子会社

所在地国の会計基準の規定に基づく定

額法

在外連結子会社

同左

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。

無形固定資産

親会社及び国内連結子会社

ソフトウェア

　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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。 

のれん

のれんは10年間で均等償却を行うこ

ととしております。

　（会計方針の変更）

　当連結会計年度より「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）を適用した

ことに伴い、のれんについては10年間

で均等償却を行う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

──────

 

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

ゼロとして算定する方法によっておりま

す。

なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成

20年３月31日以前の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。

(3）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

事業再構築引当金

関係会社の事業再構築に伴い発生が見込

まれる損失に備えるため、当該損失発生

見込額を計上しております。 

事業再構築引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

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

　　　　　　　同左

(4）繰延資産の処理方法 株式交付費

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

支出時の費用として処理しております。

　

株式交付費

同左　

 

　──────

(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。

　　　　　　　　同左

(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。

──────

(7）重要なヘッジ会計の方

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親会社でのみ実施

しておりますが、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
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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

(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．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
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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の変更

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

────── （リース取引に関する会計基準等）　

当連結会計年度より、所有権移転外リース取引について

は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第

13号 平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）平

成19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 平成６

年１月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）平成

19年３月30日改正）を適用し、通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

続き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。

また、これによる損益に与える影響はありません。

（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）

　当連結会計年度より、「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、

当連結累計会計年度の営業損失、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。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

（連結損益計算書）

前連結会計年度まで独立掲記しておりました営業外収益

の「受取賃貸料」（当連結会計年度10,959千円）及び営

業外費用の「賃貸費用」（当連結会計年度822千円）は、

営業外収益又は営業外費用の総額の100分の10以下であ

るため、当連結会計年度より営業外収益又は営業外費用

の「その他」に含めて表示することといたしました。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

※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906,000千円（１年内返済予定の長期借

入金446,000千円を含む）、長期借入金2,141,000千

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 3,666,873千円

土地 3,409,893千円

計 7,076,766千円

建物及び構築物 3,538,080千円

土地 3,409,893千円

計 6,947,973千円

なお、上記のほか、日本政策投資銀行からの長期借

入金50,000千円に対して、親会社のプログラム著作

物であるATOK16、ATOK17、ATOK2005、ATOK 2006、

ATOK 2007及びATOK 2008についても質権が設定され

ております。

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、平成20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

800,000千円に対して、当社のプログラム著作物であ

るxfy Enterprise Edition1.5、一太郎2007、ATOK 

2007、ジャストスマイル３及びジャストジャンプ２

に根質権が設定されております。

取引保証のため、現金及び預金12,341千円（126千カ

ナダドル）を担保に供しております。

なお、上記のほか、取引保証のため、現金及び預金

9,826千円（126千カナダドル）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 7,897千円 投資有価証券 6,814千円

※３　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３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。

※３　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。

当座貸越極度額の総額 2,480,000千円

借入実行残高 1,670,000千円

差引額 810,000千円

当座貸越極度額の総額 1,000,000千円

借入実行残高 420,000千円

差引額        580,000千円
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前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

　４　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、平成20年3月29日付で上限を35

億円に変更）及び平成20年３月28日付りそな銀行か

らの借入金８億円については、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

ての債務について期限の利益を喪失します。

①各年度の決算期及び中間期の末日における単体の

純資産の部の金額を、当該決算期及び中間期の直

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各年度の決算期及び中間期の末日における連結の

純資産の部の金額を、当該決算期及び中間期の直

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。

③平成20年３月期決算期以降の各年度の決算期に係

る単体の経常損益について、２期連続して（平成

20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。

④平成20年３月期決算期以降の各年度の決算期に係

る連結の経常損益について、２期連続して（平成

20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。

──────
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は、2,231,289千

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、1,554,398千

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 552,758千円

旅費交通費 499,482千円

支払報酬 400,010千円

採用求人費 224,626千円

従業員賞与 386,083千円

荷造運送費 171,175千円

販売促進費 214,826千円

賃借料 535,042千円

旅費交通費 269,688千円

従業員賞与 214,543千円

支払報酬 194,048千円

販売促進費 183,594千円

荷造運送費 140,980千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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） 32,823,300 1,631,200 － 34,454,500

合計 32,823,300 1,631,200 － 34,454,500

自己株式     

普通株式 280 － － 280

合計 280 － － 280

（注）増加株式数の内訳は次のとおりであります。

新株予約権の権利行使による新株の発行に伴う増加　　　1,231,200株

第三者割当増資による新株の発行に伴う増加　　　　　　　400,000株　

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（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 4,000,000 1,724,000 2,776,000 14,296

（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。
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当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21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） 34,454,500 1,536,000 － 35,990,500

合計 34,454,500 1,536,000 － 35,990,500

自己株式     

普通株式 280 60 － 340

合計 280 60 － 340

（注）増加株式数の内訳は次のとおりであります。

新株予約権の権利行使による新株の発行に伴う増加　　1,536,000株

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19年12月12日取締役会決

議の新株予約権（注１）
普通株式 2,776,000 － 1,536,000 1,240,000 6,386,000

平成20年２月29日取締役会決

議の新株予約権（注２）
普通株式 － 10,000 － 10,000 897

合計 － 2,776,000 10,000 1,536,000 1,340,000 7,283

（注）１．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減少は当該新株予約権の行使によるものであり

ます。

２．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

計年度になったことから、当連結会計年度の増加としております。

（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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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 4,694,507千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

△62,341千円

現金及び現金同等物 4,632,165千円

現金及び預金 2,720,597千円

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

△29,826千円

現金及び現金同等物 2,690,771千円
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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20年３月31日）
当連結会計年度

（平成21年３月31日）

(1）退職給付債務（千円） △999,992 △1,046,849  

(2）年金資産（千円） 635,997 525,414  

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △363,995 △521,434  

(4）未認識年金資産（千円） － －  

(5）未認識数理計算上の差異（千円） 54,547 234,433  

(6）
連結貸借対照表計上額純額（千円）

(3)＋(4)＋(5)
△309,448 △287,001  

(7）前払年金費用（千円） 329,252 380,638  

(8）退職給付引当金（千円）(6)－(7) △638,700 △667,639  

     

　（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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

退職給付費用（千円） 88,616 112,150

(1）勤務費用（千円） 107,652 111,808

(2）利息費用（千円） 17,256 18,853

(3）期待運用収益（減算）（千円） 17,627 △15,900

(4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） △18,665 △2,611

　（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20年３月31日）
当連結会計年度

（平成21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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（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19年４月１日　至平成20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20年４月１日　至平成21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）

その他の
地域
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ売上高及び営業損益

売上高　

(1）外部顧客に

　　対する売上高
14,123,321 450,426 － － 14,573,748 － 14,573,748

(2）セグメント間の

　　内部売上高又は振替高
－ 484,262 771,784 188,892 1,444,940 △1,444,940 －

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（又は営業損失） △2,515,902 △994,786 36,754 2,886 △3,471,047 △440,772 △3,911,819

Ⅱ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

での余資運用資金（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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当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21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19年４月１日　至平成20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20年４月１日　至平成21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。
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（関連当事者情報）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20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）３

東京都

港区 
30,000

マーケティ

ング、調査、

販売促進企

画 

－ 1

販売促

進の業

務委託 

ソフトウェア

製品の販売 
21 未払金 －

業務委託 26,408  1,731

　（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

ソフトウェア製品の販売及び販売促進の業務委託については、他の第三者の取引先との取引価格を勘案して

交渉の上決定しております。 

３．当社役員浮川初子が議決権の95％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。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21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）３

東京都

港区 
30,000

マーケティ

ング、調査、

販売促進企

画 

－ 1

販売促

進の業

務委託 

業務委託 13,077 未払金 462

　（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

販売促進の業務委託については、他の第三者の取引先との取引価格を勘案して交渉の上決定しております。 

３．当社役員浮川初子が議決権の95％を直接保有しております。 
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(3）子会社等

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

子会社

JustSystems 

Canda Inc.

カナダ

バンクー

バー市

百万C$

10

ソフトウェ

アの開発・

販売

100.0 1
販売委

託
貸付金 134,506 貸付金　 239,516

JustSystems 

North 

America, Inc.

米国

ペンシルバ

ニア州

US$

45

ソフトウェ

アの販売
100.0 1

販売委

託
業務委託 132,913 未収金　 117,806

JustSystems 

EMEA Limited

英国

スラウ

百万GBP　

50

ソフトウェ

アの販売
100.0 1

販売委

託
業務委託 54,225 未収金 105,006

　（注）１．上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

業務委託については、他の第三者の取引先との取引価格を勘案して交渉の上決定しております。 

(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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 336.75円

１株当たり当期純損失 143.29円

１株当たり純資産額 281.52円

１株当たり当期純損失 50.46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。

同左

　（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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純損失（千円） 4,752,311 1,808,972

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） 4,752,311 1,808,972

期中平均株式数（株） 33,165,428 35,847,432

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなかっ

た潜在株式の概要

新株引受権（新株予約権の目的とな

る株式の数83,500株）、新株予約権

４種類（新株予約権の株式の数

3,068,400株）。これらの詳細は、

「第４ 提出会社の状況、１．株式

等の状況、(2）新株予約権等の状

況」に記載のとおりであります。

新株予約権５種類（新株予約権の株

式の数1,904,700株）。これらの詳

細は、「第４ 提出会社の状況、１．

株式等の状況、(2）新株予約権等の

状況」に記載のとおりであります。

株式会社ジャストシステム（4686）　 平成21年3月期決算短信

- 34 -



（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　　　　　　　　　　──────　　　　 資本及び業務提携および第三者割当による新株式の発行

平成21年4月3日開催の当社取締役会において、株式会社

キーエンスと資本及び業務提携契約を締結することを決

議し、同日に契約を締結いたしました。また、あわせて

第三者割当による新株式発行を決議し、平成21年4月20日

付で払込が完了いたしました。

その概要は次のとおりであります。

業務提携の内容

以下の事項を骨子として、両社協議のうえ、業務提携

を推進してまいります。また、業務提携を円滑に推進

するための人材面の協力として取締役３名及び監査役

１名を派遣いただくことを予定しております。

①当社のソフトウェアビジネス伸長のためのキーエン

スのビジネスモデル・ビジネスノウハウの導入

②キーエンスが持つ市場情報をベースに当社のソフト

ウェア技術を付加した新商品の開発・販売

新株式の発行要領

①発行新株式数　普通株式　28,234,300株

②発行価額 １株につき 金 160 円

③発行価額の総額　4,517,488,000 円

④資本組入額 １株につき 金 80 円

⑤資本組入額の総額　2,258,744,000 円

⑥払込期日 平成21年４月20日

⑦割当方法 第三者割当の方法により発行新株の全株を

割当てます。

⑧割当先及び株式数 株式会社キーエンス　28,234,300 

株

⑨新株式の継続所有の取決めに関する事項

割当先に対して、割当新株式効力発生日(平成21年４

月20日)から２年以内に譲渡する場合は、当該内容を

当社に報告する旨の確約を得ています。
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

(平成20年3月31日） (平成21年3月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,770,285 1,996,995

売掛金 3,878,924 3,432,162

商品 137,173 －

製品 112,794 －

商品及び製品 － 190,304

原材料 139,201 －

仕掛品 91 －

貯蔵品 57,045 －

原材料及び貯蔵品 － 183,477

前払費用 126,535 96,585

未収金 － 556,611

前払金 824,466 211,469

その他 23,393 14,737

貸倒引当金 △4,878 △5,508

流動資産合計 9,065,034 6,676,835

固定資産

有形固定資産

建物 8,883,376 8,879,156

減価償却累計額 △4,623,339 △4,833,026

構築物 1,076,378 1,076,378

減価償却累計額 △775,874 △806,519

機械装置 8,872 8,872

減価償却累計額 △8,517 △8,606

車両運搬具 13,691 13,691

減価償却累計額 △12,370 △12,767

工具器具備品 1,650,992 1,540,604

減価償却累計額 △1,402,008 △1,377,839

土地 3,569,077 3,569,077

リース資産 － 69,957

減価償却累計額 － △10,315

有形固定資産合計 8,380,278 8,108,663

無形固定資産

ソフトウェア 615,756 250,756

ソフトウェア仮勘定 106,079 138,304

その他 4,584 3,459

無形固定資産合計 726,421 392,520

投資その他の資産

投資有価証券 637,686 263,582

関係会社株式 1,898,081 804,996

関係会社出資金 198,790 198,790

関係会社長期貸付金 153,290 239,516

長期前払費用 48,830 52,431

差入保証金 646,373 647,475

前払年金費用 329,252 380,638

その他 5,468 4,018

貸倒引当金 △3,800 △2,450

投資その他の資産合計 3,913,973 2,589,000

固定資産合計 13,020,673 11,090,184

資産合計 22,085,707 17,767,019
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（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

(平成20年3月31日） (平成21年3月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 495,258 398,140

短期借入金 3,570,000 1,126,460

一年内返済予定の長期借入金 482,000 650,000

未払金 1,237,814 829,434

未払法人税等 43,928 51,581

未払費用 285,966 240,874

預り金 35,875 27,781

賞与引当金 447,832 359,950

リース債務 － 22,266

その他 300,998 306,963

流動負債合計 6,899,675 4,013,453

固定負債

長期借入金 1,757,000 1,937,000

繰延税金負債 140,692 155,624

退職給付引当金 582,171 606,909

関係会社事業損失引当金 386,000 1,078,000

リース債務 － 40,357

固定負債合計 2,865,864 3,817,891

負債合計 9,765,540 7,831,345

純資産の部

株主資本

資本金 7,684,578 7,887,771

資本剰余金

資本準備金 2,893,816 3,097,010

その他資本剰余金 6,938,218 6,938,218

資本剰余金合計 9,832,034 10,035,228

利益剰余金

プログラム準備金 873,463 582,309

繰越利益剰余金 △6,095,062 △8,578,887

利益剰余金合計 △5,221,598 △7,996,577

自己株式 △516 △525

株主資本合計 12,294,497 9,925,895

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,372 2,495

評価・換算差額等合計 11,372 2,495

新株予約権 14,296 7,283

純資産合計純資産合計 12,320,167 9,935,674

負債純資産合計 22,085,707 17,767,019
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（２）損益計算書

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年4月 1日 （自 平成20年４月１日

至 平成20年3月31日） 至 平成21年3月31日）

売上高 13,994,541 13,810,147

売上原価 5,197,537 5,442,368

売上総利益 8,797,003 8,367,778

販売費及び一般管理費 11,966,290 9,090,256

営業損失（△） △3,169,286 △722,477

営業外収益

受取利息 18,837 17,667

受取配当金 21,469 1,239

関係会社受取賃貸料 12,177 13,154

違法コピー和解金 58,636 12,851

その他 46,528 22,237

営業外収益計 157,649 67,149

営業外費用

支払利息 104,326 110,448

為替差損 27,980 136,747

支払手数料 55,195 －

その他 95,147 69,792

営業外費用計 282,650 316,987

経常利益 △3,294,287 △972,315

特別利益

投資有価証券売却益 87,138 31,356

その他 － 117,876

特別利益合計 87,138 149,232

特別損失

固定資産除却損 22,681 10,845

投資有価証券売却損 － 21,179

投資有価証券評価損 6,437 1,105

関係会社株式評価損 571,600 1,108,402

関係会社事業損失引当金繰入額 386,000 723,000

その他 4,013 46,797

特別損失合計 990,732 1,911,329

税引前当期純利益 △4,197,881 △2,734,412

法人税、住民税及び事業税 21,425 19,785

法人税等調整額 633,149 20,780

当期純利益 △4,852,456 △2,774,979
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（３）株主資本等変動計算書

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日）

株主資本

資本金

前期末残高 7,376,948 7,684,578

当期変動額

新株の発行 307,629 203,193

当期変動額合計 307,629 203,193

当期末残高 7,684,578 7,887,771

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,586,314 2,893,816

当期変動額

新株の発行 307,502 203,193

当期変動額合計 307,502 203,193

当期末残高 2,893,816 3,097,010

その他資本剰余金

前期末残高 6,938,218 6,938,218

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,938,218 6,938,218

資本剰余金合計

前期末残高 9,524,632 9,832,034

当期変動額

新株の発行 307,502 203,193

当期変動額合計 307,502 203,193

当期末残高 9,832,034 10,035,228

利益剰余金

その他特別利益剰余金

プログラム等準備金

前期末残高 1,481,357 873,463

当期変動額

プログラム準備金取崩額 △607,893 △291,154

当期変動額合計 △607,893 △291,154

当期末残高 873,463 582,309

特別償却準備金

前期末残高 3,336 －

当期変動額

特別償却準備金取崩額 △3,336 －

当期変動額合計 △3,336 －

当期末残高 － －
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（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日）

繰越利益剰余金

前期末残高 △1,853,836 △6,095,062

当期変動額

プログラム準備金取崩額 607,893 291,154

特別償却準備金取崩額 3,336 －

当期純損失（△） △4,852,456 △2,774,979

当期変動額合計 △4,241,226 △2,483,824

当期末残高 △6,095,062 △8,578,887

利益剰余金合計

前期末残高 △369,142 △5,221,598

当期変動額

プログラム準備金取崩額 － －

特別償却準備金取崩額 － －

当期純損失（△） △4,852,456 △2,774,979

当期変動額合計 △4,852,456 △2,774,979

当期末残高 △5,221,598 △7,996,567

自己株式

前期末残高 △516 △516

当期変動額

自己株式の取得 － △9

当期変動額合計 － △9

当期末残高 △516 △525

株主資本合計

前期末残高 16,531,822 12,294,497

当期変動額

新株の発行 615,132 406,386

当期純損失（△） △4,852,456 △2,774,979

自己株式の取得 － △9

当期変動額合計 △4,237,324 △2,368,602

当期末残高 12,294,497 9,925,895

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 43,442 11,372

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,069 △8,877

当期変動額合計 △32,069 △8,877

当期末残高 11,372 2,495

新株予約権

前期末残高 8,694 14,296

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,602 △7,013

当期変動額合計 5,602 △7,013

当期末残高 14,296 7,283
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（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

（自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日） 至 平成21年３月31日）

純資産合計

前期末残高 16,583,958 12,320,167

当期変動額

新株の発行 615,132 406,386

当期純損失（△） △4,852,456 △2,774,979

自己株式の取得 － △9

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,467 △15,891

当期変動額合計 △4,263,791 △2,384,493

当期末残高 12,320,167 9,935,674
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継続企業の前提に関する注記

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　当社は当事業年度において、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、当事業年度の

末日における貸借対照表の純資産の部の金額が、平成19

年３月期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額

の75％を下回りました。これにより、シンジケートロー

ン（平成20年３月31日現在　借入極度額35億円　借入金

額15億円）及びりそな銀行との借入契約（平成20年３月

31日現在　借入金額8億円）の財務制限条項に抵触する事

実が発生し、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、当社では当該状況を解消すべく、既存

事業の収益力の改善に努めるとともに、現在先行投資中

で損失の大きな理由になっておりますxfy事業に関する損

益の改善のため、以下の対策を講じております。

（１）xfy事業に係る販売体制の抜本的な強化　

　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、xfyの顧客ニーズに対応し、パートナー様、

エンドユーザー様が速やかに導入できるよう当社側で

カスタマイズできるサービス体制確保のため、xfyの開

発人員の４割を異動させることによるサービス売上高

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。

（２）xfy事業の既存顧客基盤への展開　　

　xfyの開発途上で生まれたメタ情報検索技術を応用し、

多量のデータからの検索を可能にしたConceptBase 

Enterprise Searchなど当社が既存の顧客基盤を有し、

販売活動が容易な製品との併売を開始致します。

（３）xfy事業の海外展開方針の見直し

　海外事業の損益改善のために、海外で実績のある

XMetaL製品販売への一時的な集中による海外営業体制

の効率化及び高コストな欧州拠点の見直しにより、平

成21年３月期における経常損益が収支均衡になる施策

を現在推進しております。

　一方、財務面におきましては資産売却を含む資産の有

効活用を図っていくとともに、平成19年12月に発行致し

ました第８回新株予約権につきましても引き続き行使を

促進しております。また、百十四銀行より、従来から融

資を継続いただいている長期借入及びシンジケートロー

ンの借入枠に加え、短期の当座貸越枠15億円の代わりに、

長期借入10億円及び当座貸越枠10億円の合計20億円への

借入へ変更し、実質的に５億円の増枠を確約いただくと

ともに、さらなるご支援についてもご理解を得ておりま

す。　

──────
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前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　また、シンジケートローンによる借入（平成20年４月

末現在　借入金額５億円）並びにりそな銀行からの借入

金（平成20年４月末現在　借入金額８億円）については、

財務制限条項に抵触している状況ではありますが、幹事

行を始め主要金融機関の一定の理解を得ており、期限の

利益を喪失しないよう交渉し、継続的なご支援を要請す

る予定であります。

　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財務諸表には反映しており

ません。　

──────
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６．その他

　(1)　役員の異動

　①　代表取締役の異動　該当事項はありません。

　②　新任取締役及び新任監査役候補者

　取締役　出野　朋英　（現　株式会社キーエンス社員）

　取締役　三木　雅之　（現　株式会社キーエンス社員）

　取締役　関灘　恭太郎（現　株式会社キーエンス社員）

　監査役（非常勤）　難波　正　（現　株式会社キーエンス社員）

③　異動予定日　平成21年６月25日
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