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平成 22年６月 25日 

各      位 

                   会 社 名        
                   代 表 者 名  代表取締役社長  福 良 伴 昭 

 株式会社ジャストシステム              

                            （JASDAQ コード番号４６８６） 
                   問い合わせ先       

                  
  経営企画室長   内 藤 興 人 

Ｔ Ｅ Ｌ       

 

   ０３－５４１２－３９００（代） 

 

 
（訂正・数値データ訂正あり）「平成 22 年 3 月期 決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 
 
 

 平成 22 年５月 18 日に公表いたしました「平成 22 年 3 月期 決算短信」の一部に訂正がありまし

たので、下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正箇所は下線部分

 

であります。 

記 

 

1ページ（サマリー情報） 
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） 
（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 

 
22年３月期 

百万円 百万円 

3,060 
百万円 

△2,083 
百万円 

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

 
（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 

 
22年３月期 

百万円 百万円 

3,131 
百万円 

△2,144 
百万円 

977 4,674 
21年３月期 530 △438 △1,974 2,690 
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3ページ 
１．経営成績 
（2）財政状態に関する分析 ②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） 

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

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。 

となりました。これは主 

（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

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

となりました。 

７億

20百万円

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

を計上したことによるものであります。 

財務活動の結果、獲得した資金は９億85百万円

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。 

（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、 

 
（訂正後） 

（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26億円増加の31億31百万円

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

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。 

投資活動の結果、使用した資金は前連結会計年度比17億６百万円増加の21億44百万円

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

となりました。 

６億

18百万円

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

を計上したことによるものであります。 

財務活動の結果、獲得した資金は９億77百万円

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。 

（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、 
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（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 

（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   

△1,746,583 税金等調整前当期純損失（△） 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 

特許権売却益 

15,045 

△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 

固定資産減損損失 

11,865 

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 

小計 

620,847 

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 

特許権の売却による収入 

△720,879 

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 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

△750,339 

△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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（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 

（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   

△1,746,583 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期

純損失（△） 

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 4,593 

特許権売却益 

関係会社株式売却損益（△は益） 

△117,876 

－ 

－ 

107,855 

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 

固定資産減損損失 

15,758 

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 

小計 

589,681 

678,570 3,209,894 

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 3,131,058 

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 

特許権の売却による収入 

△618,599 

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 

－ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ

る支出 

△91,253 

－ 長期前払金の取得による支出 

その他 

△900,000 

△38,038 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

77,230 

△438,373 △2,144,591 

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 
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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） 

株式の発行による収入 398,476 4,496,533 

－ 少数株主への払戻による支出  

ファイナンス・リース債務の返済による支出 

△8,727 

△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 △1,974,364 977,266 

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 

 
 

以 上 


