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平成21年６月26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 福良 伴昭

（JASDAQ コード番号４６８６）
問い合わせ先 広報IR室統括 内 藤 興 人
Ｔ Ｅ Ｌ ０３－５４１２－３９００（代）

(訂正・数値データ訂正あり)「平成21年３月期決算短信」の一部訂正について

平成21年５月20日付で発表しました「平成21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．訂正箇所

(１)１ページ「１．平成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)３ページ「１．経営成績 (１)経営成績に関する分析（当期の経営成績）」

(３)４ページ「１．経営成績 (２)財政状態に関する分析」

(４)１０ページ「４．連結財務諸表 (１)連結貸借対照表」

(５)１１ページ「４．連結財務諸表 (２)連結損益計算書」

(６)１２、１３ページ「４．連結財務諸表 (３)連結株主資本等変動計算書」

(７)１４ページ「４．連結財務諸表 (４)連結キャッシュ・フロー計算書」

(８)２０ページ「４．連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

(９)２３ページ「４．連結財務諸表 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」

(１０)２３ページ「４．連結財務諸表 表示方法の変更」

(１１)２４ページ「４．連結財務諸表 注記事項（連結貸借対照表関係）」

(１２)２６ページ「４．連結財務諸表 注記事項（連結損益計算書関係）」

(１３)２８ページ「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」

(１４)２９ページ「４．連結財務諸表 注記事項（退職給付関係）」

(１５)３２、３３ページ「４．連結財務諸表 （関連当事者情報）」

(１６)３６、３７ページ「５．財務諸表 (１)貸借対照表」

(１７)３８ページ「５．財務諸表 (２)損益計算書」

(１８)４０、４１ページ「５．財務諸表 (３)株主資本等変動計算書」
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２．訂正内容

訂正箇所には下線を付しております。

(１) １ページ「１．平成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）」

(3)連結キャッシュ・フローの状況

（訂正前）

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

（訂正後）

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 530 △438 △1,974 2,690

20年３月期 △2,670 △1,023 910 4,632

(２) ３ページ「１．経営成績 (１)経営成績に関する分析（当期の経営成績）」

（訂正前）

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。

（訂正後）

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15％減の３億84百万円

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７億37百万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35億36百万円減少しております。

上記の結果、営業損失は９億59百万円となりました。経常損失につきましては、営業外費用４億61百万円

を計上したことにより13億55百万円となりましたが、前期に比べ28億11百万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
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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29億43百万円改善しております。

(３) ４ページ「１．経営成績 (２)財政状態に関する分析」

（訂正前）

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。

（中略）

（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

（中略）

（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。

（訂正後）

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45億11百万円減少の169億 55百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度比29億28百万円減少の69億49百万円となりました。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。

（中略）
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（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、30億24百万円減少の67億71百万円となりました。

（純資産の部）

当期純損失18億８百万円を計上したことなどにより、純資産の部は14億86百万円減少の101億 84百万円

となりました。

② 連結キャッシュ・フローの状況

（中略）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は、５億30百万円（前連結会計年度は26億 70百万円の使用）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14億79百万円を実施したこ

と、売掛債権が４億94百万円減少したこと及び仕入債務及び未払金が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４億38百万円（前連結会計年度比５億85百万円の使用の減少）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７億79百万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19億 74百万円（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。
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(４) １０ページ「４．連結財務諸表 (１)連結貸借対照表」

（訂正前）

(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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（訂正後）

(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

事業構造改善引当金 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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(５) １１ページ「４．連結財務諸表 (２)連結損益計算書」

（訂正前）

（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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（訂正後）

（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 1,965,462 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 3,846,456 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

営業外収益合計 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

特許権売却益 － 117,876

その他 － 68

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 － 367,499

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 － 121,371

その他 4,013 28,000

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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(６) １２、１３ページ「４．連結財務諸表 (３)連結株主資本等変動計算書」

（訂正前）

（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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（訂正後）

（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

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △71,071

当期変動額

当期純損失（△） △4,752,311 △1,808,972

当期変動額合計 △4,752,311 △1,808,972

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

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △71,071

当期変動額

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 △1,402,595

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

評価・換算差額等合計

前期末残高 533,179 197,268

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △335,911 3,184

当期変動額合計 △335,911 3,184

当期末残高 197,268 200,453

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

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △71,071

当期変動額

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 △1,415,108

当期末残高 11,670,541 10,184,361
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(７) １４ページ「４．連結財務諸表 (４)連結キャッシュ・フロー計算書」

（訂正前）

（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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（訂正後）

（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 1,479,320

固定資産除売却損 25,255 17,128

特許権売却益 － △117,876

投資有価証券売却益 △87,138 △31,356

投資有価証券評価損 6,437 6,142

固定資産減損損失 － 367,499

事業構造改善引当金の増減(△減少額) 60,000 △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) 457,550 494,489

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 △47,955 542,973

小 計 △2,540,590 678,570

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 △54,033

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,670,067 530,217

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 △73,037

無形固定資産の取得による支出 △978,367 △779,621

特許権の売却による収入 － 117,876

投資有価証券の取得による支出 △101,224 △648

投資有価証券の売却による収入 262,932 335,096

その他 △114,246 △38,038

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,023,874 △438,373

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 △652,000

株式の発行による収入 608,555 398,476

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △10,831

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 △1,974,364

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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(８) ２０ページ「４．連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

（訂正前）

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）

（中略）

(3) 重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金 貸倒引当金

（中略）

事業再構築引当金 事業再構築引当金

同左

（訂正後）

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）

（中略）

(3) 重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金 貸倒引当金

（中略）

事業再構築引当金

(９) ２３ページ「４．連結財務諸表 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」

（訂正前）

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）

（中略）

（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。
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（訂正後）

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）

（中略）

（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

前当期純損失は、それぞれ15,147千円増加しております。

(１０) ２３ページ「４．連結財務諸表 表示方法の変更」

（訂正前）

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。

（訂正後）

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。

（連結貸借対照表）

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用されることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、

当連結会計年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵

品」として掲記しております。なお、前連結会計年度の

「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「原材料及

び貯蔵品」は、それぞれ249,968千円、198,581千円であ

ります。

（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費用

の「支払手数料」（当連結会計年度16,980千円）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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(１１) ２４ページ「４．連結財務諸表 注記事項（連結貸借対照表関係）」

（訂正前）

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

※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

（以下略）

（訂正後）

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

※１ 短期借入金1,110,000千円（１年内返済予定の長期借

入金650,000千円を含む）、長期借入金1,937,000千

（以下略）

(１２) ２６ページ「４．連結財務諸表 注記事項（連結損益計算書関係）」

（訂正前）

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。

※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。

（中略）

（訂正後）

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。

※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。

（中略）

※３ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産に

ついて減損損失を計上いたしました。

地区 用途 種類 減損損失

北米 XMetaL事業
無 形

固定資産
367,499千円

減損損失の算定に当たっては、他の資産又は資産グルー

プのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・

フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピ

ングを行い、遊休資産については個別物件単位で、事業

用資産については管理会計上の区分にてグルーピング

を行いました。JustSystems Canada Inc.で展開する

XMetaL事業に係る無形固定資産については、回収可能価

額を見積もった結果、その全額について減損損失を認識

いたしました。
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(１３) ２８ページ「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」

（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）

平成19年12月12日取締役

会決議の新株予約権
普通株式 2,776,000 － 1,536,000 1,240,000 6,386,000

提出会社

（親会社）

平成20年２月29日取締役

会決議の新株予約権
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。

（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）

平成19年12月12日取締役

会決議の新株予約権
普通株式 2,776,000 － 1,536,000 1,240,000 6,386

提出会社

（親会社）

平成20年２月29日取締役

会決議の新株予約権
普通株式 － － － － 897

合計 － 2,776,000 － 1,536,000 1,240,000 7,283

（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減少は当該新株予約権の行使によるものであります。
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(１４)２９ページ「４．連結財務諸表 注記事項（退職給付関係）」

（訂正前）

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

（訂正後）

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

(１５) ３２、３３ページ「４．連結財務諸表 （関連当事者情報）」

（訂正前）

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 （単位：千円）
関 係 内 容

属 性
会 社 等
の 名 称 住 所

資本金又
は出資金

事業の内容
又 は 職 業

議決権等
の所有（被
所有）割合 役員の

兼任等
事 業 上
の 関 係

取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期末残高

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

㈱ハッピーコム
東 京 都
港 区 30,000

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、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 （単位：千円）

関 係 内 容

属 性
会 社 等
の 名 称 住 所

資本金又
は出資金

事業の内容
又 は 職 業

議決権等
の所有（被
所有）割合 役員の

兼任等
事 業 上
の 関 係

取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期末残高

JustSystems

Canada 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 業務委託 資 金 の 貸 付 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 業務委託 業 務 委 託 132,913 未 収 金 257,905子 会 社

JustSystems

EMEA Limited

英国

スラウ
百万GBP

50
ソフトウェ
アの販売 100.0 １ 業務委託 業 務 委 託 54,225 未 収 金 105,006

（注）１．上記金額は海外取引であり、取引金額及び期末残高には消費税等が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。

（訂正後）

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）

（追加情報）

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号平成18年10月 17日）及び「関連当事者

の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号平成18年10月17日）を適用しております。なお、これ

による開示対象範囲の変更はありません。

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る）等

該当事項はありません。

(2）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

(3）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等 （単位：千円）

種 類
会 社 等
の名称又は
氏 名

所 在 地
資本金又
は出資金

事業の内容
又 は 職 業

議決権等
の所有（被
所有）割合

関連当事者との関係 取 引 の 内 容 取引金額 科 目 期末残高

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

㈱ハッピーコム
東 京 都
港 区

30,000
ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ、調
査、販売促進
企 画

－
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。

（以下、削除）
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(１６)３６、３７ページ「５．財務諸表 (１)貸借対照表」

（訂正前）

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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（訂正後）

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

前払金 824,466 211,469

未収入金 － 556,611

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

建物（純額） 4,260,036 4,046,129

構築物 1,076,378 1,076,378

減価償却累計額 △775,874 △806,519

構築物（純額） 300,504 269,858

機械及び装置 8,872 8,872

減価償却累計額 △8,517 △8,606

機械及び装置（純額） 354 266

車両運搬具 13,691 13,691

減価償却累計額 △12,370 △12,767

車両運搬具（純額） 1,321 923

工具、器具及び備品 1,650,992 1,540,604

減価償却累計額 △1,402,008 △1,377,839

工具、器具及び備品（純額） 248,983 162,764

土地 3,569,077 3,569,077

リース資産 － 69,957

減価償却累計額 － △10,315

リース資産（純額） － 59,642

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
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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）

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 16,589,750 14,659,261

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

その他利益剰余金

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
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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）

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 12,320,167 9,935,674

負債純資産合計 22,085,707 17,767,019
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(１７)３８ページ「５．財務諸表 (２)損益計算書」

（訂正前）

（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



-27-

（訂正後）

（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

投資事業組合運用損 － 36,594

支払手数料 55,195 －

その他 95,147 33,198

営業外費用計 282,650 316,987

経常損失（△） △3,294,287 △972,315

特別利益

投資有価証券売却益 87,138 31,356

特許権売却益 － 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 1,155,099

関係会社事業損失引当金繰入額 386,000 723,000

その他 4,013 100

特別損失合計 990,732 1,911,329

税引前当期純損失（△） △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

法人税等合計 654,574 40,566

当期純損失（△） △4,852,456 △2,774,979
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(１８)４０，４１ページ「５．財務諸表 (３)株主資本等変動計算書」

（訂正前）

（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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（訂正後）

（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

評価・換算差額等合計

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
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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）

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

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

以上


