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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 15,098 5.5 2,181 ― 2,334 ― 1,990 ―
21年3月期 14,314 △1.8 △959 ― △1,355 ― △1,808 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 31.73 ― 15.0 12.6 14.4
21年3月期 △50.46 ― △16.6 △7.1 △6.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  0百万円 21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

22年3月期 20,218 16,453 81.4 256.19
21年3月期 16,955 10,184 59.8 281.52

（参考） 自己資本   22年3月期  16,453百万円 21年3月期  10,131百万円

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

22年3月期 3,060 △2,083 985 4,674
21年3月期 530 △438 △1,974 2,690

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

5,700 0.2 200 ― 200 ― 100 ― 1.56

通期 15,100 0.0 2,300 5.4 2,350 0.7 2,100 5.5 32.70
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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  

(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16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」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、28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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 64,224,800株 21年3月期 35,990,500株
② 期末自己株式数 22年3月期  431株 21年3月期  340株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 14,605 5.8 2,363 ― 2,353 ― 1,680 ―
21年3月期 13,810 △1.3 △722 ― △972 ― △2,774 ―

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

22年3月期 26.78 ―
21年3月期 △77.41 ―

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

22年3月期 20,880 16,125 77.2 251.08
21年3月期 17,767 9,935 55.9 275.86

（参考） 自己資本 22年3月期  16,125百万円 21年3月期  9,928百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社独自で判断したものです。予想については様々な不安定要素が内在しており、実際の業
績はこれらの予想数値と異なる場合があります。上記予想の前提条件、その他関連する事項につきましては、添付資料の３ページをご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善が続くものの、依然として高水準にある失業率やデフレ懸

念などから、持続的な回復に向けては厳しい状況で推移いたしました。

こうしたなか、当社グループでは、営業力及び商品企画力の強化に取り組むことで売上高の確保を図るとともに、

より一層の経費削減に努めてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は150億98百万円となりました。営業利益は21億81百万円、経常利益は23

億34百万円、当期純利益は19億90百万円となりました。

25周年を迎えた当社主力商品である日本語ワードプロセッサ「一太郎」の25周年記念パック、変換精度の向上した

日本語入力システム「ATOK」、ホームページ作成ソフト「ホームページ・ビルダー」等の売上が好調に推移し、増収

に貢献しました。

（次期の見通し）

企業の設備投資には下げ止まりの傾向が見え始めているものの、IT投資に関しては依然として慎重な姿勢が続くもの

と予想しております。

こうしたなか、当社グループは効率を重視し、堅実かつ積極的な事業展開を進めてまいります。

連結業績の見通しにつきましては、売上高を151億円、営業利益は23億円、経常利益は23億５千万円、当期純利益は

21億円を予想しております。

(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末比32億62百万円増加の202億18百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末比29億46百万円増加の98億96百万円となりました。現金及び預金が25億95百万円増

加したことと受取手形及び売掛金が２億42百万円増加したことが主な要因です。

有形固定資産は、前連結会計年度末比２億32百万円減少の79億19百万円となりました。減価償却の実施が主な要因

です。

無形固定資産は、前連結会計年度末比13百万円増加の４億62百万円となりました。

投資その他の資産は、前連結会計年度末比５億35百万円増加の19億40百万円となりました。その他が５億90百万円

増加したことが主な要因です。

（負債の部）

負債の部におきましては、借入金が34億47百万円減少したこと及び未払金が１億47百万円減少したことなどによ

り、前連結会計年度末比30億６百万円減少の37億64百万円となりました。

（純資産の部）

新株式発行により45億17百万円、また当期純利益19億90百万円を計上したことなどにより、純資産の部は前連結会

計年度末比62億69百万円増加の164億53百万円となりました。

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、46億74百万円となり、前

連結会計年度末に比べ19億84百万円増加しました。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、獲得した資金は、前連結会計年度比25億30百万円増加の30億60百万円となりました。これは主

に、税金等調整前当期純利益20億18百万円を計上したこと、減価償却９億34百万円を実施したこと、売掛債権が２億

45百万円増加したこと及び仕入債務及び未払金が３億72百万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、使用した資金は前連結会計年度比16億44百万円減少の20億83百万円となりました。

これは主に、定期預金の預け入れ及び払い戻しにより６億10百万円、無形固定資産の取得による支出として７億20百

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、獲得した資金は９億85百万円（前連結会計年度は19億74百万円の使用）となりました。これは、

主に新株式の発行による収入44億96百万円、短期借入金の純減額８億60百万円、長期借入金の返済による支出25億87

百万円などによるものであります。

１．経営成績
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(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。

当期の業績は5期ぶりに当期純利益を計上することができましたが、配当につきましては経営再建途上であることか

ら見送ります。また、次期配当につきましては未定としております。

(4）事業等のリスク

① 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。このような環境の中、急速な技

術革新により、現在保有する技術・ノウハウ等が陳腐化した場合、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。

② 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。

③ 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。

株式会社ジャストシステム（4686）　　平成22年3月期決算短信
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当社グループ（当社及び当社の関係会社）は㈱ジャストシステム（当社）、子会社４社で構成されており、コンピュー

タとネットワークの先進的なソフトウェア技術を基盤とした優れた製品及びサービスを提供することを目的として事業を

営んでいます。

当社と各関係会社の位置づけは以下のとおりであります。

(1) 当社が主としてソフトウェアの開発と国内での販売を行っております。

(2) ㈱ジャストシステムサービスは、当社ソフトウェアパッケージの製造及び出荷業務の一部を行っております。

(3) JustSystems Canada Inc.（カナダ）は、XMetaL製品の開発と主に北米での販売を行っております。

(4) JustSystems EMEA Limited.（英国）は、XMetaL製品の欧州での販売を行っております。

事業の系統図は下記のとおりであります。

（注）１．前連結会計年度における連結子会社のうち、株式会社ジェイバーン、JustSystems Evans Research, Inc.、

JustSystems North America, Inc.、大連佳思騰軟件有限公司、騰龍計算機軟件（上海）有限公司は当連結

会計年度に清算、売却により連結の範囲から除外しております。

２．前連結会計年度における非連結子会社のうち、南京南大騰龍軟件有限公司は売却により子会社に該当しない

こととなりました。

３．JustSystems US Holding, Inc.は平成22年１月に解散し清算することを決議し、現在清算中の会社でありま

す。

２．企業集団の状況

株式会社ジャストシステム（4686）　　平成22年3月期決算短信
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(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。

(2)中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

当社グループは継続的に収益を確保できる体制の構築を重視しており、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、成長を目指します。

また、変化の激しいパッケージソフトウェア産業において、次世代を担う人材の育成を重要課題と考え、組織の活

性化と人事制度の強化拡充に取り組んでまいります。

(3)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

は単年度の利益額はもとより、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。

３．経営方針
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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
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,720,597 5,316,414

受取手形及び売掛金 3,492,601 3,735,356

商品及び製品 191,344 92,268

原材料及び貯蔵品 186,092 159,246

繰延税金資産 17,191 18,308

その他 348,403 578,806

貸倒引当金 △6,931 △4,369

流動資産合計 6,949,300 9,896,029

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 9,992,190 ※1 9,733,603

工具、器具及び備品 1,663,928 1,512,986

土地 ※1 3,569,077 ※1 3,569,077

その他 86,074 210,407

減価償却累計額 △7,159,104 △7,106,185

有形固定資産合計 8,152,166 7,919,888

無形固定資産

ソフトウエア 307,473 370,721

ソフトウエア仮勘定 138,304 89,339

その他 3,459 2,375

無形固定資産合計 449,237 462,436

投資その他の資産

投資有価証券 ※2 277,832 208,525

繰延税金資産 24,403 25,050

前払年金費用 380,638 381,813

その他 736,356 1,326,776

貸倒引当金 △14,031 △1,750

投資その他の資産合計 1,405,199 1,940,415

固定資産合計 10,006,604 10,322,741

資産合計 16,955,904 20,218,771
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 395,483 273,393

短期借入金 ※3 1,510,000 ※3 －

未払金 805,919 658,103

未払法人税等 64,919 97,231

賞与引当金 397,721 580,682

その他 764,094 1,197,991

流動負債合計 3,938,138 2,807,402

固定負債

長期借入金 1,937,000 －

繰延税金負債 155,624 149,162

退職給付引当金 667,639 693,470

その他 73,139 114,926

固定負債合計 2,833,403 957,560

負債合計 6,771,542 3,764,962

純資産の部

株主資本

資本金 7,887,771 10,146,515

資本剰余金 10,355,399 12,614,143

利益剰余金 △8,311,278 △6,320,392

自己株式 △525 △539

株主資本合計 9,931,367 16,439,726

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,495 1,660

為替換算調整勘定 197,958 12,422

評価・換算差額等合計 200,453 14,082

新株予約権 7,283 －

少数株主持分 45,258 －

純資産合計 10,184,361 16,453,809

負債純資産合計 16,955,904 20,218,771
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（２）連結損益計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 14,314,302 15,098,850

売上原価 5,695,248 4,840,406

売上総利益 8,619,054 10,258,443

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,227,712 794,804

従業員給料及び手当 2,841,581 2,538,098

賞与引当金繰入額 187,304 289,591

退職給付費用 52,705 83,439

研究開発費 ※1 1,554,398 ※1 1,380,057

業務委託費 950,803 641,718

減価償却費 165,402 160,710

その他 ※2 2,598,612 ※2 2,188,841

販売費及び一般管理費合計 9,578,522 8,077,260

営業利益又は営業損失（△） △959,468 2,181,183

営業外収益

受取利息 14,001 9,262

為替差益 － 185,415

受取賃貸料 － 28,137

違法コピー和解金 12,851 25,659

その他 38,311 23,029

営業外収益合計 65,164 271,504

営業外費用

支払利息 108,127 43,648

新株発行費 － 20,954

為替差損 283,530 －

投資事業組合運用損 － 29,224

その他 69,781 24,047

営業外費用合計 461,438 117,875

経常利益又は経常損失（△） △1,355,742 2,334,812

特別利益

固定資産売却益 － 19,047

投資有価証券売却益 31,356 3,370

特許権売却益 117,876 －

その他 68 13,389

特別利益合計 149,301 35,808
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別損失

固定資産除却損 ※3 17,128 ※3 23,640

固定資産減損損失 ※4 367,499 －

関係会社株式売却損 － 107,855

投資有価証券評価損 6,142 15,758

事業構造改善費用 121,371 －

事務所移転費用 － 157,000

その他 28,000 47,634

特別損失合計 540,141 351,889

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,746,583 2,018,730

法人税、住民税及び事業税 42,810 41,433

法人税等調整額 20,004 △1,327

法人税等合計 62,814 40,106

少数株主損失（△） △425 △12,260

当期純利益又は当期純損失（△） △1,808,972 1,990,885
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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
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 7,684,578 7,887,771

当期変動額

新株の発行 203,193 2,258,744

当期変動額合計 203,193 2,258,744

当期末残高 7,887,771 10,146,515

資本剰余金

前期末残高 10,152,206 10,355,399

当期変動額

新株の発行 203,193 2,258,744

当期変動額合計 203,193 2,258,744

当期末残高 10,355,399 12,614,143

利益剰余金

前期末残高 △6,431,234 △8,311,278

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

当期純利益又は当期純損失（△） △1,808,972 1,990,885

当期変動額合計 △1,808,972 1,990,885

当期末残高 △8,311,278 △6,320,392

自己株式

前期末残高 △516 △525

当期変動額

自己株式の取得 △9 △14

当期変動額合計 △9 △14

当期末残高 △525 △539

株主資本合計

前期末残高 11,405,033 9,931,367

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 406,386 4,517,488

当期純利益又は当期純損失（△） △1,808,972 1,990,885

自己株式の取得 △9 △14

当期変動額合計 △1,402,595 6,508,359

当期末残高 9,931,367 16,439,726
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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 11,372 2,495

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,877 △834

当期変動額合計 △8,877 △834

当期末残高 2,495 1,660

為替換算調整勘定

前期末残高 185,895 197,958

当期変動額

連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の
増減

－ △6,917

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12,062 △178,619

当期変動額合計 12,062 △185,536

当期末残高 197,958 12,422

評価・換算差額等合計

前期末残高 197,268 200,453

当期変動額

連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の
増減

－ △6,917

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,184 △179,453

当期変動額合計 3,184 △186,370

当期末残高 200,453 14,082

新株予約権

前期末残高 14,296 7,283

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,013 △7,283

当期変動額合計 △7,013 △7,283

当期末残高 7,283 －

少数株主持分

前期末残高 53,942 45,258

当期変動額

連結子会社の減少による少数株主持分の増減 － △45,258

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,684 －

当期変動額合計 △8,684 △45,258

当期末残高 45,258 －
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

純資産合計

前期末残高 11,670,541 10,184,361

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 406,386 4,517,488

当期純利益又は当期純損失（△） △1,808,972 1,990,885

自己株式の取得 △9 △14

連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の増
減 － △6,917

連結子会社の減少による少数株主持分の増減 － △45,258

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,512 △186,736

当期変動額合計 △1,415,108 6,269,447

当期末残高 10,184,361 16,453,809

株式会社ジャストシステム（4686）　　平成22年3月期決算短信

- 13 -



（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
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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（△） △1,746,583 2,018,730

減価償却費 1,479,320 934,487

固定資産除売却損益（△は益） 17,128 15,045

特許権売却益 △117,876 －

投資有価証券売却益 △31,356 △3,370

投資有価証券評価損益（△は益） 6,142 11,865

固定資産減損損失 367,499 －

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △60,000 －

受取利息及び受取配当金 △15,241 △9,826

支払利息 108,127 43,648

売上債権の増減額（△は増加） 494,489 △245,520

たな卸資産の増減額（△は増加） 71,204 125,922

仕入債務の増減額（△は減少） △107,089 △122,671

未払金の増減額（△は減少） △330,168 △249,393

その他 542,973 620,847

小計 678,570 3,139,764

利息及び配当金の受取額 15,296 9,568

利息の支払額 △109,615 △36,882

法人税等の支払額 △54,033 △51,522

営業活動によるキャッシュ・フロー 530,217 3,060,928

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 － △1,530,000

定期預金の払戻による収入 － 920,000

有形固定資産の取得による支出 △73,037 △25,509

無形固定資産の取得による支出 △779,621 △720,879

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 △648 －

投資有価証券の売却による収入 335,096 23,539

その他 △38,038 △750,339

投資活動によるキャッシュ・フロー △438,373 △2,083,188

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） △2,710,000 △860,000

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 △652,000 △2,587,000

株式の発行による収入 398,476 4,496,533

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △10,831 △57,139

新株予約権買取による支出 － △6,386

自己株式の取得による支出 △9 △14

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,974,364 985,993
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △58,874 20,398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,941,394 1,984,131

現金及び現金同等物の期首残高 4,632,165 2,690,771

現金及び現金同等物の期末残高 2,690,771 4,674,902
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該当事項はありません。

継続企業の前提に関する注記

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20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22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.、

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

(1）連結子会社の数 ４社

(株)ジャストシステムサービス、

JustSystems US Holding, Inc.、

JustSystems Canada Inc.、

JustSystems EMEA Limited

前連結会計年度における連結子会社の

うち、(株)ジェイバーン、

JustSystems Evans Research,Inc.、

JustSystems North America,Inc.、

大連佳思騰軟件有限公司、

騰龍計算機軟件（上海）有限公司は

当連結会計年度に精算、売却により連

結の範囲から除外しております。

(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

前連結会計年度における連結子会社の

うち、南京南大騰龍軟件有限公司は売

却により子会社に該当しないことにな

りました。

（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。

──────

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

該当ありません。

(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。

──────

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。

連結子会社の決算日は３月末日となってお

ります。
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項目
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22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（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

たな卸資産

主として総平均法による原価法（貸借対

照表価額は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日公表分）を適用しておりま

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（リース資産を除く）

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

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
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項目
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

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

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

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。

在外連結子会社

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額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。

リース資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

(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。

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

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。

（会計基準の変更）

親会社は当連結会計年度より「「退職給

付に係る会計基準」の一部改正（その

３）」を適用しております。

これによる損益に与える影響はありませ

ん。

(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。

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
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項目
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

(6）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

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

(7）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20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22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、所有権移転外ファイナンス・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

等調整前当期純損失は、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20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

（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）

前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含め

ておりました「受取賃貸料」は、営業外収益の100分の10

を超えたため、当連結会計年度より独立掲記しておりま

す。

前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含め

ておりました「投資事業組合運用損」（前連結会計年度

36,594千円）は、営業外費用の100分の10を超えたため、

当連結会計年度より独立掲記しております。

（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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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成21年３月31日）

当連結会計年度
（平成22年３月31日）

※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

千円に対して下記の資産を担保に供しております。

※１ 下記の資産を担保に供しております。

建物及び構築物 千円3,538,080

土地 千円3,409,893

計 千円6,947,973

建物及び構築物 千円3,413,817

土地 千円3,409,893

計 千円6,823,710

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。

なお、上記のほか、取引保証のため、現金及び預金

11,511千円（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 ──────

投資有価証券 千円6,814

※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。

※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 千円1,000,000

借入実行残高 千円420,000

差引額 千円580,000

当座貸越極度額の総額 千円1,000,000

借入実行残高 －千円

差引額 千円1,000,000
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

※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。

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費は、1,380,057千

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 千円535,042

旅費交通費 千円269,688

従業員賞与 千円214,543

支払報酬 千円194,048

販売促進費 千円183,594

荷造運送費 千円140,980

賃借料 千円425,698

旅費交通費 千円177,858

従業員賞与 千円208,602

支払報酬 千円166,781

販売促進費 千円188,524

公租公課 千円139,540

※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、主なものは工具器具備品の

除却によるものであります。

※４ 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。

※４ ──────

地区 用途 種類 減損損失

北米 XMetaL事業 無 形
固定資産

千円367,499

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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前連結会計年度（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

（注）１．普通株式の発行済株式の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行に伴う増加であります。

２．普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

（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。

（連結株主資本等変動計算書関係）

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

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

平成20年２月29日取締役会

決議の新株予約権
－ － － － － 897

合計 － 2,776,000 － 1,536,000 1,240,000 7,283
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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

（注）１．普通株式の発行済株式の増加は、第三者割当増資による新株の発行に伴う増加であります。

２．普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

（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、平成21年４月３日開催の取締役会におい

て、同年４月15日付で権利行使未了分全部を取得することを決議し、同日消却したことによるものであります。

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） 35,990,500 28,234,300 － 66,224,800

合計 35,990,500 28,234,300 － 66,224,800

自己株式

普通株式 340 91 － 431

合計 340 91 － 431

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 1,240,000 － 1,240,000 － －

平成20年２月29日取締役会

決議の新株予約権
－ － － － － －

合計 － 1,240,000 － 1,240,000 － －
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（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20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22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 千円2,720,597

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

千円△29,826

現金及び現金同等物 千円2,690,771

現金及び預金 千円5,316,414

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金

千円△641,511

現金及び現金同等物 千円4,674,902
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前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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。

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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。

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22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。

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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（注） １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 円281.52

１株当たり当期純損失（△） 円△50.46

１株当たり純資産額 円256.19

１株当たり当期純利益 円31.72

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。

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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日）

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） △1,808,972 1,990,885

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円）
△1,808,972 1,990,885

期中平均株式数（株） 35,847,432 62,754,694

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

新株予約権５種類（新株予約権の

株式の数1,904,700株）。

新株予約権３種類（新株予約権の

株式の数584,900株）。
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（開示の省略）

リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オ

プション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きく

ないと考えられるため開示を省略しております。

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日
至 平成22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名を派遣いただいております。

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
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,996,995 4,320,998

売掛金 3,432,162 3,628,450

商品及び製品 190,304 92,268

原材料及び貯蔵品 183,477 156,985

前払費用 96,585 66,230

前払金 211,469 478,061

未収入金 556,611 72,413

その他 14,737 27,554

貸倒引当金 △5,508 △3,141

流動資産合計 6,676,835 8,839,820

固定資産

有形固定資産

建物 8,879,156 8,618,572

減価償却累計額 △4,833,026 △4,777,443

建物（純額） 4,046,129 3,841,128

構築物 1,076,378 1,075,778

減価償却累計額 △806,519 △833,014

構築物（純額） 269,858 242,763

機械及び装置 8,872 8,872

減価償却累計額 △8,606 △8,695

機械及び装置（純額） 266 177

車両運搬具 13,691 13,691

減価償却累計額 △12,767 △13,065

車両運搬具（純額） 923 625

工具、器具及び備品 1,540,604 1,585,038

減価償却累計額 △1,377,839 △1,460,925

工具、器具及び備品（純額） 162,764 124,113

土地 3,569,077 3,569,077

リース資産 69,957 181,745

減価償却累計額 △10,315 △64,734

リース資産（純額） 59,642 117,010

有形固定資産合計 8,108,663 7,894,896

無形固定資産

ソフトウエア 250,756 292,986

ソフトウエア仮勘定 138,304 89,339

その他 3,459 2,375

無形固定資産合計 392,520 384,701
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（単位：千円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 263,582 208,525

関係会社株式 804,996 657,547

関係会社出資金 198,790 －

関係会社長期貸付金 239,516 1,207,806

長期前払費用 52,431 38,134

差入保証金 647,475 566,011

前払年金費用 380,638 381,813

その他 4,018 703,118

貸倒引当金 △2,450 △1,750

投資その他の資産合計 2,589,000 3,761,206

固定資産合計 11,090,184 12,040,804

資産合計 17,767,019 20,880,625

負債の部

流動負債

買掛金 398,140 280,835

短期借入金 1,126,460 －

1年内返済予定の長期借入金 650,000 －

リース債務 22,266 60,399

未払金 829,434 659,192

未払費用 240,874 527,215

未払法人税等 51,581 80,573

未払消費税等 － 249,841

預り金 27,781 24,993

賞与引当金 359,950 540,181

その他 306,963 178,143

流動負債合計 4,013,453 2,601,377

固定負債

長期借入金 1,937,000 －

リース債務 40,357 62,461

繰延税金負債 155,624 155,494

退職給付引当金 606,909 632,025

関係会社事業損失引当金 1,078,000 1,286,000

その他 － 18,000

固定負債合計 3,817,891 2,153,981

負債合計 7,831,345 4,755,358
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（単位：千円）

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 7,887,771 10,146,515

資本剰余金

資本準備金 3,097,010 5,355,754

その他資本剰余金 6,938,218 6,938,218

資本剰余金合計 10,035,228 12,293,972

利益剰余金

その他利益剰余金

プログラム等準備金 582,309 291,203

繰越利益剰余金 △8,578,887 △6,607,544

利益剰余金合計 △7,996,577 △6,316,341

自己株式 △525 △539

株主資本合計 9,925,895 16,123,607

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,495 1,660

評価・換算差額等合計 2,495 1,660

新株予約権 7,283 －

純資産合計 9,935,674 16,125,266

負債純資産合計 17,767,019 20,880,625
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（２）損益計算書

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高

製品売上高 13,102,321 14,605,153

商品売上高 707,825 －

売上高合計 13,810,147 14,605,153

売上原価

商品及び製品期首たな卸高 249,968 190,304

当期製品製造原価 2,117,047 2,148,222

当期商品仕入高 603,538 354,337

開発費償却 1,050,968 495,961

支払ロイヤリティ 1,622,180 1,431,659

合計 5,643,702 4,620,485

他勘定振替高 11,029 14,584

商品及び製品期末たな卸高 190,304 92,268

製品売上原価 5,442,368 4,513,633

売上総利益 8,367,778 10,091,519

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,184,520 753,076

貸倒引当金繰入額 4,918 3,141

役員報酬 92,369 93,339

従業員給料及び手当 2,420,936 2,276,701

従業員賞与 196,997 202,925

賞与引当金繰入額 186,454 288,739

退職給付費用 52,091 83,094

旅費及び交通費 241,553 169,616

通信費 132,515 99,715

賃借料 487,993 401,834

業務委託費 1,208,861 710,917

研究開発費 1,567,062 1,415,995

減価償却費 137,785 147,033

その他 1,176,195 1,081,464

販売費及び一般管理費合計 9,090,256 7,727,595

営業利益又は営業損失（△） △722,477 2,363,924

営業外収益

受取利息 17,667 12,485

受取配当金 1,239 532

為替差益 － 8,728

関係会社受取賃貸料 13,154 14,958

違法コピー和解金 12,851 25,659

その他 22,237 46,665

営業外収益合計 67,149 109,030
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業外費用

支払利息 110,448 45,632

為替差損 136,747 －

賃貸費用 － 3,055

新株発行費 － 20,954

投資事業組合運用損 36,594 29,224

その他 33,198 20,904

営業外費用合計 316,987 119,771

経常利益又は経常損失（△） △972,315 2,353,182

特別利益

固定資産売却益 － 19,047

投資有価証券売却益 31,356 3,370

特許権売却益 117,876 －

その他 － 1,480

特別利益合計 149,232 23,898

特別損失

固定資産除却損 10,845 22,807

投資有価証券売却損 21,179 －

投資有価証券評価損 1,105 11,865

関係会社株式評価損 1,155,099 138,739

関係会社事業損失引当金繰入額 723,000 208,000

関係会社株式売却損 － 119,320

事務所移転費用 － 157,000

その他 100 19,335

特別損失合計 1,911,329 677,066

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,734,412 1,700,015

法人税、住民税及び事業税 19,785 19,342

法人税等調整額 20,780 436

法人税等合計 40,566 19,778

当期純利益又は当期純損失（△） △2,774,979 1,680,236
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（３）株主資本等変動計算書

（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 7,684,578 7,887,771

当期変動額

新株の発行 203,193 2,258,744

当期変動額合計 203,193 2,258,744

当期末残高 7,887,771 10,146,515

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 2,893,816 3,097,010

当期変動額

新株の発行 203,193 2,258,744

当期変動額合計 203,193 2,258,744

当期末残高 3,097,010 5,355,754

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 9,832,034 10,035,228

当期変動額

新株の発行 203,193 2,258,744

当期変動額合計 203,193 2,258,744

当期末残高 10,035,228 12,293,972

利益剰余金

その他利益剰余金

プログラム等準備金

前期末残高 873,463 582,309

当期変動額

プログラム等準備金の取崩 △291,154 △291,105

当期変動額合計 △291,154 △291,105

当期末残高 582,309 291,203

特別償却準備金

前期末残高 －

当期変動額

特別償却準備金の取崩 － －

当期変動額合計 － －

繰越利益剰余金

前期末残高 △6,095,062 △8,578,887
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期変動額

プログラム等準備金の取崩 291,154 291,105

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,774,979 1,680,236

当期変動額合計 △2,483,824 1,971,342

当期末残高 △8,578,887 △6,607,544

利益剰余金合計

前期末残高 △5,221,598 △7,996,577

当期変動額

プログラム等準備金の取崩 － －

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,774,979 1,680,236

当期変動額合計 △2,774,979 1,680,236

当期末残高 △7,996,577 △6,316,341

自己株式

前期末残高 △516 △525

当期変動額

自己株式の取得 △9 △14

当期変動額合計 △9 △14

当期末残高 △525 △539

株主資本合計

前期末残高 12,294,497 9,925,895

当期変動額

新株の発行 406,386 4,517,488

当期純利益又は当期純損失（△） △2,774,979 1,680,236

自己株式の取得 △9 △14

当期変動額合計 △2,368,602 6,197,710

当期末残高 9,925,895 16,123,607

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 11,372 2,495

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,877 △834

当期変動額合計 △8,877 △834

当期末残高 2,495 1,660

評価・換算差額等合計

前期末残高 11,372 2,495

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,877 △834

当期変動額合計 △8,877 △834
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（単位：千円）

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期末残高 2,495 1,660

新株予約権

前期末残高 14,296 7,283

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,013 －

当期変動額合計 △7,013 －

当期末残高 7,283 －

純資産合計

前期末残高 12,320,167 9,935,674

当期変動額

新株の発行 406,386 4,517,488

当期純利益又は当期純損失（△） △2,774,979 1,680,236

自己株式の取得 △9 △14

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,891 △834

当期変動額合計 △2,384,493 6,196,875

当期末残高 9,935,674 16,125,266
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該当事項はありません。

継続企業の前提に関する注記
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(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新任取締役候補者（平成22年6月24日付）

取締役 内藤興人（現 経営企画室長）

取締役 菅 尋史（現 西村あさひ法律事務所パートナー）

③退任予定取締役（平成22年6月24日付）

社外取締役 渡邊邦明

(2)その他

該当事項はありません。

６．その他
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