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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 2,550 12.4 131 ― 35 ― 30 ―
24年3月期第1四半期 2,270 △3.3 △152 ― △206 ― △209 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 93百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △180百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 0.48 ―
24年3月期第1四半期 △3.27 ―

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

25年3月期第1四半期 22,537 20,600 91.4 320.76
24年3月期 23,408 20,506 87.6 319.30
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  20,600百万円 24年3月期  20,506百万円

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

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



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5に該当するものであります。詳細は、添付資料2ページ「2.サマリー情
報（注記事項）に関する事項」会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

(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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 64,224,800 株 24年3月期 64,224,800 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 483 株 24年3月期 483 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 64,224,317 株 24年3月期1Q 64,224,317 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におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要により、企業収益や個人消費が持ち

直し、緩やかな回復基調にあるものの、欧州財政問題の再燃による金融不安の拡大や電力供給不安、円高進行によ

り、国内景気はなお不透明な状況が続いております。

こうした経営環境の中、当社グループは、高機能で付加価値の高い商品・サービスの開発を推進し、販売の拡大

に努めた結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、四半期純利益は、株式上場以来の最高益とな

り、４四半期連続で過去最高益を更新しました。

   

（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８億70百万円減少しました。これは売掛金が

回収により９億52百万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９億64百万円減少しました。これは未払法人税

等が４億26百万円、賞与引当金が２億52百万円それぞれ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93百万円増加しました。これは利益剰余金

が30百万円、為替換算調整勘定が63百万円それぞれ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、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。

   

   

（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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,109,809 11,443,325

受取手形及び売掛金 2,949,611 1,997,557

商品及び製品 98,518 110,498

原材料及び貯蔵品 159,396 189,908

その他 503,491 350,140

貸倒引当金 △6,797 △5,704

流動資産合計 14,814,031 14,085,726

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,779,044 3,730,475

土地 3,569,077 3,569,077

その他（純額） 226,715 205,364

有形固定資産合計 7,574,838 7,504,917

無形固定資産

ソフトウエア 507,068 467,308

ソフトウエア仮勘定 23,002 1,988

その他 1,347 1,193

無形固定資産合計 531,418 470,489

投資その他の資産

投資有価証券 169,814 164,392

その他 320,187 313,962

貸倒引当金 △1,750 △1,750

投資その他の資産合計 488,252 476,605

固定資産合計 8,594,509 8,452,012

資産合計 23,408,540 22,537,738

負債の部

流動負債

買掛金 300,164 214,731

未払金 631,464 418,670

未払法人税等 451,402 24,855

賞与引当金 386,776 134,082

その他 930,385 930,274

流動負債合計 2,700,193 1,722,613

固定負債

繰延税金負債 877 480

退職給付引当金 134,575 151,803

その他 66,174 62,389

固定負債合計 201,628 214,673
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債合計 2,901,821 1,937,286

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 △1,852,486 △1,821,913

自己株式 △553 △553

株主資本合計 20,587,448 20,618,020

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,603 877

為替換算調整勘定 △82,332 △18,446

その他の包括利益累計額合計 △80,729 △17,568

純資産合計 20,506,718 20,600,452

負債純資産合計 23,408,540 22,537,738
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 2,270,101 2,550,828

売上原価 832,017 901,041

売上総利益 1,438,084 1,649,786

販売費及び一般管理費 1,590,890 1,517,922

営業利益又は営業損失（△） △152,805 131,864

営業外収益

受取利息 1,224 840

受取配当金 237 245

受取賃貸料 17,093 26,238

その他 12,552 6,244

営業外収益合計 31,108 33,568

営業外費用

為替差損 58,208 111,919

その他 26,320 17,738

営業外費用合計 84,528 129,658

経常利益又は経常損失（△） △206,225 35,774

特別損失

投資有価証券評価損 629 －

特別損失合計 629 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△206,855 35,774

法人税、住民税及び事業税 4,386 5,202

法人税等調整額 △1,320 －

法人税等合計 3,066 5,202

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△209,922 30,572

四半期純利益又は四半期純損失（△） △209,922 30,572
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△209,922 30,572

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △337 △725

為替換算調整勘定 30,197 63,886

その他の包括利益合計 29,860 63,160

四半期包括利益 △180,061 93,733

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △180,061 93,733

株式会社ジャストシステム(4686)　平成25年3月期　第1四半期決算短信

-6-



 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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