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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 3,016 18.2 550 317.5 632 ― 635 ―
25年3月期第1四半期 2,550 12.4 131 ― 35 ― 30 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 618百万円 （559.8％） 25年3月期第1四半期 93百万円 （―％）

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

26年3月期第1四半期 9.90 ―
25年3月期第1四半期 0.48 ―

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

26年3月期第1四半期 25,860 23,277 90.0 362.44
25年3月期 26,560 22,659 85.3 352.81
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  23,277百万円 25年3月期  22,659百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 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 

(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せん。 

※  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   ：  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） 26年3月期1Q 64,224,800 株 25年3月期 64,224,800 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 483 株 25年3月期 483 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 64,224,317 株 25年3月期1Q 64,224,317 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第１四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、政権交代後の新政権による金融政策や経済政策への期待感から、円高の是正及び株価の上

昇等、景気回復への期待が持てる状況へ変化しました。 

  こうした経営環境の中、当社グループは、個人向け・法人向けともに既存事業が堅調に推移し、新商品・サー

ビスの販売拡大に努めた結果、業績が順調に伸長しました。 

  その結果、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、四半期純利益ともに株式上場以来の最高益とな

り、営業利益、経常利益については、８四半期連続で過去最高益を更新しました。  

   

（２）財政状態に関する説明 

  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６億99百万円減少しました。これは売掛金の

回収により９億78百万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負債は、前連結会計年度末に比べて13億18百万円減少しました。これは未払法人

税等が８億35百万円、賞与引当金が３億26百万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６億18百万円増加しました。これは利益剰

余金が６億35百万円増加したことなどによるものです。   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  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 

  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（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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,161,837 8,740,309 

受取手形及び売掛金 3,058,121 2,079,736 

有価証券 4,000,000 6,000,000 

商品及び製品 246,897 125,187 

原材料及び貯蔵品 208,184 323,176 

その他 504,733 369,235 

貸倒引当金 △7,362 △53,328 

流動資産合計 18,172,412 17,584,317 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,585,274 3,541,173 

土地 3,569,077 3,569,077 

その他（純額） 161,873 146,212 

有形固定資産合計 7,316,225 7,256,463 

無形固定資産   

ソフトウエア 620,389 562,327 

ソフトウエア仮勘定 － 4,384 

その他 1,821 1,741 

無形固定資産合計 622,211 568,452 

投資その他の資産   

投資有価証券 165,058 160,651 

その他 284,908 291,047 

投資その他の資産合計 449,967 451,699 

固定資産合計 8,388,403 8,276,615 

資産合計 26,560,816 25,860,933 

負債の部   

流動負債   

買掛金 358,980 216,463 

未払金 893,808 599,118 

未払法人税等 877,218 42,042 

賞与引当金 437,897 111,543 

その他 1,012,630 1,296,030 

流動負債合計 3,580,534 2,265,197 

固定負債   

繰延税金負債 3,257 2,406 

退職給付引当金 210,372 218,752 

その他 107,424 96,929 

固定負債合計 321,055 318,088 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債合計 3,901,589 2,583,285 

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 382,642 1,018,641 

自己株式 △553 △553 

株主資本合計 22,822,576 23,458,576 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,950 4,394 

為替換算調整勘定 △169,300 △185,322 

その他の包括利益累計額合計 △163,350 △180,927 

純資産合計 22,659,226 23,277,648 

負債純資産合計 26,560,816 25,860,933 

株式会社ジャストシステム(4686)　平成26年3月期　第1四半期決算短信

-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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高 2,550,828 3,016,102 

売上原価 901,041 976,426 

売上総利益 1,649,786 2,039,676 

販売費及び一般管理費 1,517,922 1,489,158 

営業利益 131,864 550,517 

営業外収益   

受取利息 840 911 

受取配当金 245 274 

為替差益 － 40,981 

受取賃貸料 26,238 28,930 

その他 6,244 23,961 

営業外収益合計 33,568 95,058 

営業外費用   

為替差損 111,919 － 

賃貸費用 8,837 10,565 

その他 8,901 2,677 

営業外費用合計 129,658 13,242 

経常利益 35,774 632,333 

特別利益   

固定資産売却益 － 28,663 

特別利益合計 － 28,663 

税金等調整前四半期純利益 35,774 660,996 

法人税、住民税及び事業税 5,202 24,997 

法人税等合計 5,202 24,997 

少数株主損益調整前四半期純利益 30,572 635,999 

四半期純利益 30,572 635,999 
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 30,572 635,999 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △725 △1,555 

為替換算調整勘定 63,886 △16,021 

その他の包括利益合計 63,160 △17,577 

四半期包括利益 93,733 618,421 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 93,733 618,421 
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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