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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 12,811 △15.1 1,773 △18.7 1,640 △29.7 1,827 △8.2
22年3月期 15,098 5.5 2,181 ― 2,334 ― 1,990 ―

（注）包括利益 23年3月期 1,692百万円 （―％） 22年3月期 1,797百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 28.46 ― 10.6 7.9 13.8
22年3月期 31.73 ― 15.0 12.6 14.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―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

23年3月期 21,108 18,146 86.0 282.55
22年3月期 20,218 16,453 81.4 256.19

（参考） 自己資本   23年3月期  18,146百万円 22年3月期  16,453百万円

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

23年3月期 3,541 △621 △65 7,415
22年3月期 3,131 △2,144 977 4,674

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
連結業績予想につきましては、東日本大震災の影響により現時点では合理的な算定が困難であることから、未定とさせていただきます。今後予想が可能
になりました段階で改めて公表いたします。 



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年3月期 64,224,800 株 22年3月期 64,224,800 株
② 期末自己株式数 23年3月期 483 株 22年3月期 431 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 64,224,337 株 22年3月期 62,754,694 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 12,473 △14.6 1,723 △27.1 1,596 △32.2 1,588 △5.4
22年3月期 14,605 5.8 2,363 ― 2,353 ― 1,680 ―

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

23年3月期 24.74 ―
22年3月期 26.78 ―

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

23年3月期 21,815 17,712 81.2 257.80
22年3月期 20,880 16,125 77.2 251.08

（参考） 自己資本 23年3月期  17,712百万円 22年3月期  16,125百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中であります。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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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、持ち直し傾向がみられたものの、雇用情勢の悪化懸念やデフレ状況は依然

続いており、先行きの不透明感は払拭されないまま推移いたしました。また年度末の東日本大震災による経済活動や

消費動向に及ぼす影響は計り知れず、先行きが見通せない状況となっております。 

こうしたなか、当社グループでは、収益性の低い商品やサービスを精査し、今後主力となる商品開発に注力すると

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128億11百万円（前年同期比15.1％減）となりました。営業利益は17

億73百万円（前年同期比18.7％減）、経常利益は16億40百万円（前年同期比29.7％減）、当期純利益は18億27百万円

（前年同期比8.2％減）となりました。 

  

（次期の見通し） 

 平成24年3月期の見通しにつきましては、この度の東日本大震災による経済活動や個人消費への影響及びこれらが当

社業績に与える影響についての合理的な算定が難しいことから現時点では未定とさせていただきます。業績への影響

を精査し、確定し次第速やかに発表いたします。 

  

(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８億89百万円増加の211億８百万円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末比17億45百万円増加の116億42百万円となりました。現金及び預金が27億49百万円増

加したことと売掛金が９億39百万円減少したことが主な要因です。 

 有形固定資産は、前連結会計年度末比１億18百万円減少の78億円となりました。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12百万円増加の４億74百万円となりました。 

 投資その他の資産は、前連結会計年度末比７億49百万円減少の11億90百万円となりました。長期前払金が４億円減

少したことが主な要因です。 

（負債の部） 

 負債合計は、前連結会計年度末比８億３百万円減少の29億61百万円となりました。流動負債のその他が３億75百万

円減少したこと及び未払金が１億75百万円減少したことが主な要因です。 

（純資産の部） 

 当期純利益18億27百万円を計上したことなどにより、純資産合計は前連結会計年度末比16億92百万円増加の181億46

百万円となりました。 

  

 ② 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、74億15百万円となり、前連

結会計年度末に比べ27億40百万円増加しました。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４億円10百万円増加の35億41百万円となりました。これは主

に、税金等調整前当期純利益18億61百万円を計上したこと、減価償却９億23百万円を実施したこと、売掛債権が９億

33百万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15億23百万円増加の６億21百万円となりました。 

これは主に、無形固定資産の取得による支出５億93百万円など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65百万円（前連結会計年度は９億77百万円の獲得）となりました。これは、主にフ

ァイナンスリース債務の返済による支出によるものであります。  

１．経営成績
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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幅を広げ、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)目標とする経営指標 

 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、中期的な売上の拡大を目指すことで、企業成長を図ってまいります。 

(3)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を目指し、既存営業ネットワークの有効利用を通じて利益を確保し

ながら、常に変化し、成長し続ける企業体質の構築に努めます。 

 また、組織の活性化と人事制度の強化拡充に引き続き取り組んでまいります。 

２．経営方針
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３．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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,316,414 8,066,092 

売掛金 3,735,356 2,796,028 

商品及び製品 92,268 111,521 

原材料及び貯蔵品 159,246 169,424 

繰延税金資産 18,308 1,091 

その他 578,806 502,296 

貸倒引当金 △4,369 △4,447 

流動資産合計 9,896,029 11,642,008 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,733,603 9,435,094 

工具、器具及び備品 1,512,986 1,413,747 

土地 3,569,077 3,569,077 

その他 210,407 226,967 

減価償却累計額 △7,106,185 △6,843,963 

有形固定資産合計 7,919,888 7,800,924 

無形固定資産   

ソフトウエア 370,721 409,798 

ソフトウエア仮勘定 89,339 62,729 

その他 2,375 2,080 

無形固定資産合計 462,436 474,608 

投資その他の資産   

投資有価証券 208,525 181,422 

繰延税金資産 25,050 32,494 

前払年金費用 381,813 397,706 

長期前払金 700,000 299,999 

その他 626,776 281,047 

貸倒引当金 △1,750 △1,750 

投資その他の資産合計 1,940,415 1,190,921 

固定資産合計 10,322,741 9,466,454 

資産合計 20,218,771 21,108,462 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 273,393 331,570 

未払金 658,103 482,690 

未払法人税等 97,231 47,250 

賞与引当金 580,682 430,623 

その他 1,197,991 822,004 

流動負債合計 2,807,402 2,114,139 

固定負債   

繰延税金負債 149,162 161,080 

退職給付引当金 693,470 617,252 

その他 114,926 69,334 

固定負債合計 957,560 847,667 

負債合計 3,764,962 2,961,807 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,146,515 10,146,515 

資本剰余金 12,614,143 12,293,972 

利益剰余金 △6,320,392 △4,172,335 

自己株式 △539 △553 

株主資本合計 16,439,726 18,267,598 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,660 423 

為替換算調整勘定 12,422 △121,366 

その他の包括利益累計額合計 14,082 △120,943 

新株予約権 － － 

少数株主持分 － － 

純資産合計 16,453,809 18,146,655 

負債純資産合計 20,218,771 21,108,462 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 15,098,850 12,811,746 

売上原価 4,840,406 3,657,323 

売上総利益 10,258,443 9,154,423 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 794,804 685,897 

従業員給料及び手当 2,538,098 2,370,818 

賞与引当金繰入額 289,591 203,794 

退職給付費用 83,439 89,918 

研究開発費 1,380,057 1,626,294 

業務委託費 641,718 337,820 

減価償却費 160,710 171,859 

その他 2,188,841 1,894,384 

販売費及び一般管理費合計 8,077,260 7,380,789 

営業利益 2,181,183 1,773,633 

営業外収益   

受取利息 9,262 7,280 

為替差益 185,415 － 

受取賃貸料 28,137 70,053 

違法コピー和解金 25,659 － 

その他 23,029 28,639 

営業外収益合計 271,504 105,973 

営業外費用   

支払利息 43,648 － 

株式交付費 20,954 － 

賃貸費用 － 33,932 

為替差損 － 188,041 

投資事業組合運用損 29,224 － 

その他 24,047 17,361 

営業外費用合計 117,875 239,335 

経常利益 2,334,812 1,640,271 

特別利益   

固定資産売却益 19,047 20,565 

投資有価証券売却益 3,370 － 

貸倒引当金戻入額 11,909 315 

為替換算調整勘定取崩額 － 204,941 

その他 1,480 2 

特別利益合計 35,808 225,824 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 23,640 4,990 

関係会社株式売却損 107,855 － 

投資有価証券評価損 15,758 － 

事務所移転費用 157,000 － 

その他 47,634 － 

特別損失合計 351,889 4,990 

税金等調整前当期純利益 2,018,730 1,861,105 

法人税、住民税及び事業税 41,433 17,021 

法人税等調整額 △1,327 16,198 

法人税等合計 40,106 33,219 

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,827,885 

少数株主損失（△） △12,260 － 

当期純利益 1,990,885 1,827,885 
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,827,885 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △1,237 

為替換算調整勘定 － △133,788 

その他の包括利益合計 － △135,025 

包括利益 － 1,692,860 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 1,692,860 

少数株主に係る包括利益 － － 
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,887,771 10,146,515 

当期変動額   

新株の発行 2,258,744 － 

当期変動額合計 2,258,744 － 

当期末残高 10,146,515 10,146,515 

資本剰余金   

前期末残高 10,355,399 12,614,143 

当期変動額   

新株の発行 2,258,744 － 

資本剰余金から利益剰余金への振替 － △320,171 

当期変動額合計 2,258,744 △320,171 

当期末残高 12,614,143 12,293,972 

利益剰余金   

前期末残高 △8,311,278 △6,320,392 

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 － 320,171 

当期純利益 1,990,885 1,827,885 

当期変動額合計 1,990,885 2,148,057 

当期末残高 △6,320,392 △4,172,335 

自己株式   

前期末残高 △525 △539 

当期変動額   

自己株式の取得 △14 △13 

当期変動額合計 △14 △13 

当期末残高 △539 △553 

株主資本合計   

前期末残高 9,931,367 16,439,726 

当期変動額   

新株の発行 4,517,488 － 

資本剰余金から利益剰余金への振替 － － 

当期純利益 1,990,885 1,827,885 

自己株式の取得 △14 △13 

当期変動額合計 6,508,359 1,827,872 

当期末残高 16,439,726 18,267,598 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,495 1,660 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △834 △1,237 

当期変動額合計 △834 △1,237 

当期末残高 1,660 423 

為替換算調整勘定   

前期末残高 197,958 12,422 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △185,536 △133,788 

当期変動額合計 △185,536 △133,788 

当期末残高 12,422 △121,366 

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 200,453 14,082 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △186,370 △135,025 

当期変動額合計 △186,370 △135,025 

当期末残高 14,082 △120,943 

新株予約権   

前期末残高 7,283 － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,283 － 

当期変動額合計 △7,283 － 

当期末残高 － － 

少数株主持分   

前期末残高 45,258 － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,258 － 

当期変動額合計 △45,258 － 

当期末残高 － － 

純資産合計   

前期末残高 10,184,361 16,453,809 

当期変動額   

新株の発行 4,517,488 － 

資本剰余金から利益剰余金への振替 － － 

当期純利益 1,990,885 1,827,885 

自己株式の取得 △14 △13 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △238,911 △135,025 

当期変動額合計 6,269,447 1,692,846 

当期末残高 16,453,809 18,146,655 
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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 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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利益 2,018,730 1,861,105 

減価償却費 934,487 923,667 

固定資産除売却損益（△は益） 4,593 △15,574 

関係会社株式売却損益（△は益） 107,855 － 

投資有価証券売却益 △3,370 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 15,758 － 

為替換算調整勘定取崩額 － △204,941 

受取利息及び受取配当金 △9,826 △7,791 

支払利息 43,648 － 

売上債権の増減額（△は増加） △245,520 933,497 

たな卸資産の増減額（△は増加） 125,922 △29,431 

仕入債務の増減額（△は減少） △122,671 58,260 

未払金の増減額（△は減少） △249,393 △146,427 

その他 589,681 197,282 

小計 3,209,894 3,569,646 

利息及び配当金の受取額 9,568 8,089 

利息の支払額 △36,882 － 

法人税等の支払額 △51,522 △35,838 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,131,058 3,541,896 

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 △1,040,000 

定期預金の払戻による収入 920,000 1,030,000 

有形固定資産の取得による支出 △25,509 △228,100 

無形固定資産の取得による支出 △618,599 △593,200 

差入保証金の差入による支出 － △197,283 

差入保証金の回収による収入 － 386,683 

投資有価証券の売却による収入 23,539 15,417 

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 △900,000 － 

その他 77,230 4,904 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,144,591 △621,577 

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） △860,000 － 

長期借入金の返済による支出 △2,587,000 － 

株式の発行による収入 4,496,533 － 

少数株主への払戻による支出 △8,727 － 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △57,139 △65,536 

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 △14 △13 

財務活動によるキャッシュ・フロー 977,266 △65,550 

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,398 △114,372 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,984,131 2,740,396 

現金及び現金同等物の期首残高 2,690,771 4,674,902 

現金及び現金同等物の期末残高 4,674,902 7,415,299 
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該当事項はありません。 

   

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金

額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しております。 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 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、 

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。 

JustSystems Evans Research,Inc.、 

JustSystems North America,Inc.は、 

JustSystems US Holding, Inc.に吸収

合併され消滅したため連結の範囲から

除外しております。 

(1）連結子会社の数 ３社 

(株)ジャストシステムサービス、 

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、JustSystems US Holding, Inc.

は当連結会計年度に清算したため、連

結の範囲から除外しております。 

(7）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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

         ――――――――――  （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計

基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 これによる影響は軽微であります。 

(8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円1,804,514

少数株主に係る包括利益  △6,627

計   1,797,887

その他有価証券評価差額金 千円△834

為替換算調整勘定   △179,902

計   △180,737
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前連結会計年度（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。 

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23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。 

  

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27

日）及び「セグメント情報等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20号 平成20年３月

21日）を適用しております。 

  

  

 （注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  該当事項はありません。 

（セグメント情報等）

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

ｄ．セグメント情報

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円256.19

１株当たり当期純利益 円31.73

１株当たり純資産額 円282.55

１株当たり当期純利益 円28.46

 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。 

 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、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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当期純利益（千円）  1,990,885  1,827,885

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（千円）  1,990,885  1,827,885

期中平均株式数（株）  62,754,694  64,224,337

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３種類（新株予約権の

株式の数584,900株）。 

―――――――――― 

（重要な後発事象）
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