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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 6,225 4.8 1,099 120.5 885 227.4 871 89.5
23年3月期第2四半期 5,942 4.4 498 ― 270 ― 459 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 1,015百万円 （16.3％） 23年3月期第2四半期 383百万円 （―％）

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2四半期 13.56 ―
23年3月期第2四半期 7.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 22,165 19,162 86.5
23年3月期 21,108 18,146 86.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  19,162百万円 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  ：  有  
 

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

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、現時点では合理的な算定が困難であるため記載しておりません。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き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
に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続き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 
業績予想に関する事項は、添付資料2ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

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2Q 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2Q 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2Q 64,224,317 株 23年3月期2Q 64,224,343 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災の影響により依然厳しい状況にある中で、持ち直

してはきているものの、急速な円高の進行など、先行き不透明な状況で推移しております。 

このような状況の中、当社グループは、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

費削減に努めた結果、当第２四半期累計期間において株式上場以来の営業最高益となりました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は62億25百万円（前年同期比２億83百万円増）となりました。また、営業利

益は10億99百万円（前年同期比６億円増）、経常利益は８億85百万円（前年同期比６億15百万円増）、四半期純利

益は８億71百万円（前年同期比４億11百万円増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ10億57百万円増加しました。主な要因は

現金及び預金が13億16百万円増加したことなどによるものです。 

 当第２四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41百万円増加しました。未払費用等が増加し

ましたが、買掛金等が減少したことなどによるものです。 

 当第２四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10億15百万円増加しました。これは利益剰

余金が８億71百万円増加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等により、現時点では合理的な算定が困難であるため記載し

ておりません。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
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,066,092 9,382,321 

売掛金 2,796,028 2,862,472 

商品及び製品 111,521 90,776 

原材料及び貯蔵品 169,424 163,510 

その他 503,388 573,522 

貸倒引当金 △4,447 △3,224 

流動資産合計 11,642,008 13,069,378 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,987,830 3,884,610 

土地 3,569,077 3,569,077 

その他（純額） 244,015 214,805 

有形固定資産合計 7,800,924 7,668,493 

無形固定資産   

ソフトウエア 409,798 414,737 

ソフトウエア仮勘定 62,729 35,947 

その他 2,080 1,462 

無形固定資産合計 474,608 452,147 

投資その他の資産   

投資有価証券 181,422 179,482 

その他 1,011,248 797,965 

貸倒引当金 △1,750 △1,750 

投資その他の資産合計 1,190,921 975,697 

固定資産合計 9,466,454 9,096,339 

資産合計 21,108,462 22,165,718 

負債の部   

流動負債   

買掛金 331,570 273,889 

未払金 482,690 550,789 

未払法人税等 47,250 51,235 

賞与引当金 430,623 395,602 

その他 822,004 908,259 

流動負債合計 2,114,139 2,179,776 

固定負債   

繰延税金負債 161,080 159,040 

退職給付引当金 617,252 602,614 

その他 69,334 61,878 

固定負債合計 847,667 823,532 
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債合計 2,961,807 3,003,309 

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 △3,301,172 

自己株式 △553 △553 

株主資本合計 18,267,598 19,138,761 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 423 1,310 

為替換算調整勘定 △121,366 22,336 

その他の包括利益累計額合計 △120,943 23,647 

純資産合計 18,146,655 19,162,408 

負債純資産合計 21,108,462 22,165,718 

株式会社ジャストシステム(4686) 平成24年3月期  第2四半期決算短信

- 4 -



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 5,942,161 6,225,791 

売上原価 1,646,368 1,783,644 

売上総利益 4,295,793 4,442,146 

販売費及び一般管理費 3,797,349 3,343,126 

営業利益 498,444 1,099,020 

営業外収益   

受取利息 1,666 3,008 

受取配当金 263 270 

受取賃貸料 27,507 35,995 

その他 10,500 15,460 

営業外収益合計 39,937 54,734 

営業外費用   

為替差損 239,321 228,261 

その他 28,492 39,744 

営業外費用合計 267,813 268,005 

経常利益 270,567 885,749 

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 － 

その他 2 － 

特別利益合計 206,436 － 

特別損失   

固定資産除売却損 2,436 － 

投資有価証券評価損 765 816 

特別損失合計 3,202 816 

税金等調整前四半期純利益 473,801 884,932 

法人税、住民税及び事業税 11,314 12,027 

法人税等調整額 2,654 1,742 

法人税等合計 13,969 13,770 

少数株主損益調整前四半期純利益 459,831 871,162 

四半期純利益 459,831 871,162 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 459,831 871,162 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △549 887 

為替換算調整勘定 △75,750 143,703 

その他の包括利益合計 △76,300 144,590 

四半期包括利益 383,531 1,015,752 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 383,531 1,015,752 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 473,801 884,932 

減価償却費 453,533 507,610 

受取利息及び受取配当金 △1,929 △3,278 

為替換算調整勘定取崩額 △204,941 － 

売上債権の増減額（△は増加） 1,223,053 △78,594 

たな卸資産の増減額（△は増加） 64,361 26,659 

仕入債務の増減額（△は減少） △15,735 △57,549 

未払金の増減額（△は減少） △135,215 54,752 

その他 41,382 473,502 

小計 1,898,309 1,808,034 

利息及び配当金の受取額 2,124 3,348 

法人税等の支払額 △34,232 △16,508 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,866,200 1,794,873 

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 △570,000 △640,000 

定期預金の払戻による収入 560,000 640,000 

有形固定資産の取得による支出 △13,749 △30,936 

無形固定資産の取得による支出 △152,182 △319,528 

差入保証金の差入による支出 △193,621 △1,665 

その他 2,645 △3,670 

投資活動によるキャッシュ・フロー △366,907 △355,800 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △31,882 △35,393 

自己株式の取得による支出 △13 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,896 △35,393 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △112,758 △85,977 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,354,638 1,317,701 

現金及び現金同等物の期首残高 4,674,902 7,415,299 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,029,540 8,733,001 
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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