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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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3四半期 9,522 11.2 2,052 57.5 2,232 94.5 1,659 25.0
24年3月期第3四半期 8,566 △2.9 1,303 76.7 1,147 124.4 1,327 92.8

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 1,637百万円 （13.6％） 24年3月期第3四半期 1,441百万円 （138.2％）

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3四半期 25.84 ―
24年3月期第3四半期 20.66 ―

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3四半期 24,425 22,143 90.7 344.79
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3四半期  22,143百万円 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 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 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3Q 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3Q 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3Q 64,224,317 株 24年3月期3Q 64,224,317 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第３四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

株式会社ジャストシステム(4686)　平成25年3月期　第3四半期決算短信

- 1 -



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界景気の減速等を背景として、引き続き弱い動きで推移い

たしました。一方で、昨年末の新政権発足前後より、円安や株価上昇の動きが見られ、景気回復への期待感が高ま

っております。 

 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３四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、６四半期連続で過去最高益を更新しました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は95億22百万円（前年同期比９億55百万円増）、営業利益は20

億52百万円（前年同期比７億49百万円増）、経常利益は22億32百万円（前年同期比10億84百万円増）、四半期純利

益は16億59百万円（前年同期比３億32百万円増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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10億17百万円増加しました。これは現金及び

預金が23億89百万円の増加、受取手形及び売掛金が10億49百万円減少したことなどによるものです。 

 当第３四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６億20百万円減少しました。これは賞与引当

金が２億81百万円、未払金が１億19百万円それぞれ減少したことなどによるものです。 

 当第３四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16億37百万円増加しました。これは利益剰

余金が16億59百万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、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、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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,109,809 13,499,346 

受取手形及び売掛金 2,949,611 1,899,930 

商品及び製品 98,518 149,127 

原材料及び貯蔵品 159,396 185,407 

その他 503,491 375,418 

貸倒引当金 △6,797 △5,923 

流動資産合計 14,814,031 16,103,306 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,779,044 3,633,457 

土地 3,569,077 3,569,077 

その他（純額） 226,715 164,716 

有形固定資産合計 7,574,838 7,367,251 

無形固定資産   

ソフトウエア 507,068 418,655 

ソフトウエア仮勘定 23,002 78,870 

その他 1,347 1,129 

無形固定資産合計 531,418 498,655 

投資その他の資産   

投資有価証券 169,814 163,601 

その他 320,187 292,775 

貸倒引当金 △1,750 － 

投資その他の資産合計 488,252 456,376 

固定資産合計 8,594,509 8,322,284 

資産合計 23,408,540 24,425,590 

負債の部   

流動負債   

買掛金 300,164 193,821 

未払金 631,464 511,624 

未払法人税等 451,402 353,874 

賞与引当金 386,776 105,366 

その他 930,385 864,470 

流動負債合計 2,700,193 2,029,157 

固定負債   

繰延税金負債 877 634 

退職給付引当金 134,575 189,742 

その他 66,174 62,072 

固定負債合計 201,628 252,449 
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債合計 2,901,821 2,281,606 

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 △192,957 

自己株式 △553 △553 

株主資本合計 20,587,448 22,246,976 

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 1,159 

為替換算調整勘定 △82,332 △104,152 

その他の包括利益累計額合計 △80,729 △102,992 

純資産合計 20,506,718 22,143,984 

負債純資産合計 23,408,540 24,425,590 
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 8,566,889 9,522,839 

売上原価 2,507,737 2,768,039 

売上総利益 6,059,152 6,754,799 

販売費及び一般管理費 4,755,766 4,702,275 

営業利益 1,303,386 2,052,524 

営業外収益   

受取利息 4,238 4,101 

受取配当金 500 547 

為替差益 － 116,157 

受取賃貸料 58,474 79,449 

その他 21,299 22,027 

営業外収益合計 84,513 222,283 

営業外費用   

為替差損 189,260 － 

賃貸費用 25,773 28,081 

その他 25,520 14,714 

営業外費用合計 240,554 42,795 

経常利益 1,147,345 2,232,012 

特別利益   

その他 41,748 － 

特別利益合計 41,748 － 

特別損失   

固定資産除売却損 278 442 

投資有価証券評価損 1,059 811 

為替換算調整勘定取崩損 － 31,247 

特別損失合計 1,337 32,501 

税金等調整前四半期純利益 1,187,756 2,199,510 

法人税、住民税及び事業税 21,388 539,981 

法人税等調整額 △160,792 － 

法人税等合計 △139,404 539,981 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,327,160 1,659,528 

四半期純利益 1,327,160 1,659,528 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,327,160 1,659,528 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 191 △443 

為替換算調整勘定 113,674 △21,819 

その他の包括利益合計 113,865 △22,263 

四半期包括利益 1,441,026 1,637,265 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,441,026 1,637,265 
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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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