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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 12,925 0.9 2,504 41.2 2,504 52.7 2,319 26.9
23年3月期 12,811 △15.1 1,773 △18.7 1,640 △29.7 1,827 △8.2

（注）包括利益 24年3月期 2,360百万円 （39.5％） 23年3月期 1,692百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 36.12 ― 12.0 11.3 19.4
23年3月期 28.46 ― 10.6 7.9 13.8

（参考） 持分法投資損益 24年3月期 ―百万円 23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

24年3月期 23,408 20,506 87.6 319.30
23年3月期 21,108 18,146 86.0 282.55

（参考） 自己資本 24年3月期 20,506百万円 23年3月期 18,146百万円

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

24年3月期 3,878 △764 △59 10,459
23年3月期 3,541 △621 △65 7,415

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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ことから未定とし、四半期業績の迅速な開示を行ってまいります。



※  注記事項
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(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 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 483 株 23年3月期 483 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 64,224,317 株 23年3月期 64,224,337 株

（参考）個別業績の概要

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 12,645 1.4 2,408 39.8 2,413 51.2 2,248 41.5
23年3月期 12,473 △14.6 1,723 △27.1 1,596 △32.2 1,588 △5.4

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

24年3月期 35.00 ―
23年3月期 24.74 ―

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

24年3月期 24,024 19,962 83.1 310.82
23年3月期 21,815 17,712 81.2 257.80

（参考） 自己資本 24年3月期 19,962百万円 23年3月期 17,712百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、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
は終了していません。
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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、東日本大震災の影響による景気停滞から回復の兆しがみられてきたもの

の、長引く円高の影響や欧州の金融不安、中国経済の減速、半導体・液晶関連業界の投資停滞、原油価格の高騰など

の影響から依然として先行き不透明な状況の中で推移いたしました。 

  

 このような経営環境の中、当社グループは、高機能で付加価値の高い商品やサービスの開発・提供を推進し、販売

拡大や、より一層の経費削減に努めた結果、当連結会計年度において営業利益、経常利益、当期純利益ともに株式上

場以来の最高益となりました。 

  

 以上の結果、当連結会計年度における売上高は129億25百万円（前期比0.9%増）、営業利益は25億４百万円（前期比

41.2%増）、経常利益は25億４百万円（前期比52.7%増）、当期純利益は23億19百万円（前期比26.9%増）となりまし

た。 

   

  

(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23億円増加の234億８百万円となりました。主な要因は現金及び預金が30億43百万

円増加し、前払年金費用が３億97百万円、長期前払金が２億99百万円減少したことなどによるものです。 

（負債の部） 

 負債合計は、前連結会計年度末比59百万円減少の29億１百万円となりました。未払法人税等が４億４百万円増加し

ましたが、退職給付引当金が４億82百万円減少したことなどによるものです。 

（純資産の部） 

 当期純利益23億19百万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23億60百万円増加の205億６

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、104億59百万円となり、前

連結会計年度末に比べ30億44百万円増加しました。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、前期比３億37百万円増加の38億78百万円となりました。これは主に、税金等調

整前当期純利益25億44百万円を計上したこと、減価償却10億７百万円を実施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、使用した資金は前期比１億42百万円増加の７億64百万円となりました。これは主に、無形固定資

産の取得による支出７億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、使用した資金は前期比６百万円減少の59百万円となりました。これは、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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 平成23年３月期決算短信（平成23年５月18日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  

（当社ホームページ（株主・投資家情報ページ）） 

 http://www.justsystems.com/jp/just/finance.html 

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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,066,092 11,109,809 

受取手形及び売掛金 2,796,028 2,949,611 

商品及び製品 111,521 98,518 

原材料及び貯蔵品 169,424 159,396 

繰延税金資産 1,091 47,617 

その他 502,296 455,873 

貸倒引当金 △4,447 △6,797 

流動資産合計 11,642,008 14,814,031 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,435,094 9,413,720 

工具、器具及び備品 1,413,747 1,529,299 

土地 3,569,077 3,569,077 

その他 226,967 163,326 

減価償却累計額 △6,843,963 △7,100,586 

有形固定資産合計 7,800,924 7,574,838 

無形固定資産   

ソフトウエア 409,798 507,068 

ソフトウエア仮勘定 62,729 23,002 

その他 2,080 1,347 

無形固定資産合計 474,608 531,418 

投資その他の資産   

投資有価証券 181,422 169,814 

繰延税金資産 32,494 15,492 

前払年金費用 397,706 － 

長期前払金 299,999 － 

その他 281,047 304,694 

貸倒引当金 △1,750 △1,750 

投資その他の資産合計 1,190,921 488,252 

固定資産合計 9,466,454 8,594,509 

資産合計 21,108,462 23,408,540 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 331,570 300,164 

未払金 482,690 631,464 

未払法人税等 47,250 451,402 

賞与引当金 430,623 386,776 

その他 822,004 930,385 

流動負債合計 2,114,139 2,700,193 

固定負債   

繰延税金負債 161,080 877 

退職給付引当金 617,252 134,575 

その他 69,334 66,174 

固定負債合計 847,667 201,628 

負債合計 2,961,807 2,901,821 

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 △1,852,486 

自己株式 △553 △553 

株主資本合計 18,267,598 20,587,448 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 423 1,603 

為替換算調整勘定 △121,366 △82,332 

その他の包括利益累計額合計 △120,943 △80,729 

純資産合計 18,146,655 20,506,718 

負債純資産合計 21,108,462 23,408,540 
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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22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 12,811,746 12,925,311 

売上原価 3,657,323 3,825,615 

売上総利益 9,154,423 9,099,696 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 685,897 745,094 

従業員給料及び手当 2,370,818 2,092,238 

賞与引当金繰入額 203,794 168,135 

退職給付費用 89,918 48,836 

研究開発費 1,626,294 1,508,127 

業務委託費 337,820 188,624 

減価償却費 171,859 175,598 

その他 1,894,384 1,668,572 

販売費及び一般管理費合計 7,380,789 6,595,226 

営業利益 1,773,633 2,504,470 

営業外収益   

受取利息 7,280 5,986 

受取賃貸料 70,053 80,396 

その他 28,639 28,135 

営業外収益合計 105,973 114,517 

営業外費用   

賃貸費用 33,932 33,407 

為替差損 188,041 52,171 

その他 17,361 29,248 

営業外費用合計 239,335 114,827 

経常利益 1,640,271 2,504,161 

特別利益   

固定資産売却益 20,565 41,748 

貸倒引当金戻入額 315 － 

為替換算調整勘定取崩額 204,941 － 

その他 2 － 

特別利益合計 225,824 41,748 

特別損失   

固定資産除却損 4,990 234 

投資有価証券売却損 － 43 

投資有価証券評価損 － 683 

特別損失合計 4,990 961 

税金等調整前当期純利益 1,861,105 2,544,948 

法人税、住民税及び事業税 17,021 415,415 

法人税等調整額 16,198 △190,316 

法人税等合計 33,219 225,098 

少数株主損益調整前当期純利益 1,827,885 2,319,849 

当期純利益 1,827,885 2,319,849 
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,827,885 2,319,849 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,237 1,179 

為替換算調整勘定 △133,788 39,034 

その他の包括利益合計 △135,025 40,213 

包括利益 1,692,860 2,360,063 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,692,860 2,360,063 

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22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 10,146,515 10,146,515 

当期末残高 10,146,515 10,146,515 

資本剰余金   

当期首残高 12,614,143 12,293,972 

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 △320,171 － 

当期変動額合計 △320,171 － 

当期末残高 12,293,972 12,293,972 

利益剰余金   

当期首残高 △6,320,392 △4,172,335 

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 1,827,885 2,319,849 

当期変動額合計 2,148,057 2,319,849 

当期末残高 △4,172,335 △1,852,486 

自己株式   

当期首残高 △539 △553 

当期変動額   

自己株式の取得 △13 － 

当期変動額合計 △13 － 

当期末残高 △553 △553 

株主資本合計   

当期首残高 16,439,726 18,267,598 

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 － － 

当期純利益 1,827,885 2,319,849 

自己株式の取得 △13 － 

当期変動額合計 1,827,872 2,319,849 

当期末残高 18,267,598 20,587,448 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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   

当期首残高 1,660 423 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,237 1,179 

当期変動額合計 △1,237 1,179 

当期末残高 423 1,603 

為替換算調整勘定   

当期首残高 12,422 △121,366 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △133,788 39,034 

当期変動額合計 △133,788 39,034 

当期末残高 △121,366 △82,332 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 14,082 △120,943 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △135,025 40,213 

当期変動額合計 △135,025 40,213 

当期末残高 △120,943 △80,729 

純資産合計   

当期首残高 16,453,809 18,146,655 

当期変動額   

資本剰余金から利益剰余金への振替 － － 

当期純利益 1,827,885 2,319,849 

自己株式の取得 △13 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △135,025 40,213 

当期変動額合計 1,692,846 2,360,063 

当期末残高 18,146,655 20,506,718 
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 1,861,105 2,544,948 

減価償却費 923,667 1,007,842 

固定資産除売却損益（△は益） △15,574 △41,360 

為替換算調整勘定取崩額 △204,941 － 

受取利息及び受取配当金 △7,791 △6,506 

売上債権の増減額（△は増加） 933,497 △156,800 

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,431 23,030 

仕入債務の増減額（△は減少） 58,260 △31,370 

未払金の増減額（△は減少） △146,427 53,446 

その他 197,282 496,985 

小計 3,569,646 3,890,213 

利息及び配当金の受取額 8,089 6,658 

法人税等の支払額 △35,838 △17,900 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,541,896 3,878,971 

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 △1,040,000 △640,000 

定期預金の払戻による収入 1,030,000 640,000 

有形固定資産の取得による支出 △228,100 △93,639 

無形固定資産の取得による支出 △593,200 △700,202 

差入保証金の差入による支出 △197,283 △14,707 

差入保証金の回収による収入 386,683 7,170 

投資有価証券の売却による収入 15,417 7,863 

その他 4,904 29,063 

投資活動によるキャッシュ・フロー △621,577 △764,450 

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 △65,536 △59,295 

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 △65,550 △59,295 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △114,372 △11,112 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,740,396 3,044,112 

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期末残高 7,415,299 10,459,412 
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  該当事項はありません。 

  

  

    該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

 当社グループはソフトウェア関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

  

 （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。 

(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22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24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 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。  

（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  

(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

(8）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 円319.30

１株当たり当期純利益 円36.12

 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。 

 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22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 

至 平成24年３月31日） 

当期純利益（千円）  1,827,885   2,319,849

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）  1,827,885  2,319,849

期中平均株式数（株）  64,224,337  64,224,317

（重要な後発事象）
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