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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 2,270 △3.3 △152 ― △206 ― △209 ―
23年3月期第1四半期 2,347 5.5 △97 ― △242 ― △42 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △180百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △150百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第1四半期 △3.27 ―
23年3月期第1四半期 △0.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 20,599 17,966 87.2
23年3月期 21,108 18,146 86.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  17,966百万円 23年3月期  18,146百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―
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出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。 



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビューは終了しております。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 64,224,800 株 23年3月期 64,224,800 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 483 株 23年3月期 483 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 64,224,317 株 23年3月期1Q 64,224,369 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間は、東日本大震災の影響や雇用情勢の悪化懸念が残っているなど依然厳しい状況が続

いております。当社グループといたしましては、高機能で付加価値の高いサービスの開発・提供を推進し、より一

層の経費削減に努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は22億70百万円（前年同期比77百万円減）となりました。また営

業損失は１億52百万円（前年同期比55百万円増）、経常損失は２億６百万円（前年同期比36百万円減）、四半期純

損失は２億９百万円（前年同期比１億67百万円増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ５億９百万円減少しました。これは売掛金が

回収などにより10億１百万円減少したことなどによるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて３億29百万円減少しました。これは賞与引当

金が２億78百万円減少したことなどによるものです。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて１億80百万円減少しました。これは利益剰

余金が２億９百万円減少したことなどによるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  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。 

 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

2

株式会社ジャストシステム(4686)　平成24年3月期　第1四半期決算短信



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,066,092 8,763,490 

売掛金 2,796,028 1,794,842 

商品及び製品 111,521 87,253 

原材料及び貯蔵品 169,424 173,739 

その他 503,388 490,100 

貸倒引当金 △4,447 △3,299 

流動資産合計 11,642,008 11,306,128 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,987,830 3,933,749 

土地 3,569,077 3,569,077 

その他（純額） 244,015 216,664 

有形固定資産合計 7,800,924 7,719,491 

無形固定資産   

ソフトウエア 409,798 444,070 

ソフトウエア仮勘定 62,729 38,538 

その他 2,080 1,802 

無形固定資産合計 474,608 484,411 

投資その他の資産   

投資有価証券 181,422 179,227 

その他 1,011,248 911,533 

貸倒引当金 △1,750 △1,750 

投資その他の資産合計 1,190,921 1,089,010 

固定資産合計 9,466,454 9,292,912 

資産合計 21,108,462 20,599,040 

負債の部   

流動負債   

買掛金 331,570 195,824 

未払金 482,690 445,798 

未払法人税等 47,250 25,878 

賞与引当金 430,623 151,790 

その他 822,004 983,320 

流動負債合計 2,114,139 1,802,613 

固定負債   

繰延税金負債 161,080 159,531 

退職給付引当金 617,252 606,612 

その他 69,334 63,689 

固定負債合計 847,667 829,833 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債合計 2,961,807 2,632,447 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,146,515 10,146,515 

資本剰余金 12,293,972 12,293,972 

利益剰余金 △4,172,335 △4,382,258 

自己株式 △553 △553 

株主資本合計 18,267,598 18,057,676 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 423 86 

為替換算調整勘定 △121,366 △91,168 

その他の包括利益累計額合計 △120,943 △91,082 

純資産合計 18,146,655 17,966,593 

負債純資産合計 21,108,462 20,599,040 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,347,189 2,270,101 

売上原価 691,006 832,017 

売上総利益 1,656,182 1,438,084 

販売費及び一般管理費 1,753,334 1,590,890 

営業損失（△） △97,151 △152,805 

営業外収益   

受取利息 1,096 1,224 

受取配当金 225 237 

受取賃貸料 11,880 17,093 

その他 5,842 12,552 

営業外収益合計 19,045 31,108 

営業外費用   

為替差損 154,128 58,208 

その他 10,481 26,320 

営業外費用合計 164,610 84,528 

経常損失（△） △242,716 △206,225 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,492 － 

為替換算調整勘定取崩額 204,941 － 

特別利益合計 206,433 － 

特別損失   

固定資産除売却損 2,425 － 

投資有価証券評価損 616 629 

特別損失合計 3,042 629 

税金等調整前四半期純損失（△） △39,324 △206,855 

法人税、住民税及び事業税 5,568 4,386 

法人税等調整額 △2,854 △1,320 

法人税等合計 2,713 3,066 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △42,038 △209,922 

四半期純損失（△） △42,038 △209,922 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △42,038 △209,922 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △873 △337 

為替換算調整勘定 △107,475 30,197 

その他の包括利益合計 △108,348 29,860 

四半期包括利益 △150,386 △180,061 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △150,386 △180,061 
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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