
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年２月７日

【四半期会計期間】 第36期第３四半期（自 平成28年10月１日 至 平成28年12月31日）

【会社名】 株式会社ジャストシステム

【英訳名】 JUSTSYSTEMS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 関灘 恭太郎

【本店の所在の場所】 徳島県徳島市川内町平石若松108番地４

（同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で

行っております。）

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。

【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿６丁目８番地１号 住友不動産新宿オークタワー

【電話番号】 ０３（５３２４）７９００（代表）

【事務連絡者氏名】 経営企画室長　原　敏文

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

株式会社ジャストシステム(E04996)

四半期報告書

 1/14



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第35期

第３四半期連結
累計期間

第36期
第３四半期連結

累計期間
第35期

会計期間

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　12月31日

自平成28年
　４月１日
至平成28年
　12月31日

自平成27年
　４月１日
至平成28年
　３月31日

売上高 （千円） 12,714,825 13,814,503 18,241,447

経常利益 （千円） 3,940,680 4,247,655 5,131,525

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 2,941,855 3,129,170 3,744,063

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 3,032,902 3,150,021 3,864,162

純資産額 （千円） 31,413,534 35,009,470 32,244,794

総資産額 （千円） 35,278,153 39,710,118 37,168,136

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 45.81 48.72 58.30

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 89.0 88.2 86.8

 

回次
第35期

第３四半期連結
会計期間

第36期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成27年
　10月１日
至平成27年
　12月31日

自平成28年
　10月１日
至平成28年
　12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 13.55 13.34

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

 

 

２【事業の内容】

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動もありません。

EDINET提出書類

株式会社ジャストシステム(E04996)

四半期報告書

 2/14



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

 当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１） 業績の状況

 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、国内景気の緩やかな回復の動きがみられる一方で、英国のＥＵ離

脱や米国の政権移行などの変化による海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動による影響が懸念され

ており、依然として先行き不透明な状態が続いております。

 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商品やサービスを提供することにこだわり、

個人向け・法人向けに展開する既存ビジネスによる安定した収益を基盤としつつ、売上高の拡大に向けた提案力

の強化や、新たな収益の柱となる新規商品、サービスの企画・開発に継続的に取り組んでまいりました。

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は138億14百万円（前年同期比8.6％増）、営業利益は40億97

百万円（前年同期比6.6％増）、経常利益は42億47百万円（前年同期比7.8％増）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は31億29百万円（前年同期比6.4％増）となりました。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、いずれも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、22四半期連続で過去

最高益を更新しました。

 

（２） 財政状態の分析

（資産の部）

 資産合計は、前連結会計年度末比25億41百万円増加の397億10百万円となりました。これは現金及び預金が60億

８百万円増加したこと、有価証券が34億43百万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２億22百万円減少の47億０百万円となりました。これは前受収益が４億58百

万円増加したこと、未払金が５億18百万円、賞与引当金が２億36百万円減少したことなどによるものです。

（純資産の部）

 純資産合計は、前連結会計年度末比27億64百万円増加の350億９百万円となりました。これは利益剰余金が27億

43百万円増加したことなどによるものです。

（３） 事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

（４） 研究開発活動

 当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、８億36百万円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 66,163,200

計 66,163,200

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年２月７日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 64,224,800 64,224,800
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 64,224,800 64,224,800 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成28年10月１日～

平成28年12月31日
－ 64,224,800 － 10,146,515 － 5,355,754

 

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

 当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成28年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

平成28年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式       400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 64,220,300 642,203 －

単元未満株式 普通株式     4,100 － －

発行済株式総数         64,224,800 － －

総株主の議決権 － 642,203 －

 （注）   「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が600株含まれており、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数６個が含まれております。

②【自己株式等】

平成28年12月31日現在
 

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

㈱ジャストシステ

ム

徳島県徳島市川内

町平石若松108番

地4

400 － 400 0.00

計 － 400 － 400 0.00

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

 当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平

成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,828,469 14,837,465

受取手形及び売掛金 3,741,275 2,655,185

有価証券 14,365,306 10,922,204

商品及び製品 363,688 404,376

原材料及び貯蔵品 383,972 433,097

前払費用 551,064 1,087,414

その他 406,838 474,496

貸倒引当金 △20,788 △20,196

流動資産合計 28,619,826 30,794,045

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,109,726 3,029,555

土地 3,569,077 3,569,077

その他（純額） 91,812 100,563

有形固定資産合計 6,770,616 6,699,195

無形固定資産   

ソフトウエア 1,040,090 1,793,893

ソフトウエア仮勘定 338,228 121,680

その他 1,268 1,140

無形固定資産合計 1,379,587 1,916,714

投資その他の資産   

投資有価証券 58,427 66,076

その他 434,780 424,291

貸倒引当金 △95,102 △190,204

投資その他の資産合計 398,105 300,162

固定資産合計 8,548,310 8,916,072

資産合計 37,168,136 39,710,118

負債の部   

流動負債   

買掛金 460,637 698,140

未払金 1,388,355 869,765

未払法人税等 755,530 477,611

前受収益 1,109,608 1,567,751

賞与引当金 416,226 179,438

その他 521,376 664,681

流動負債合計 4,651,735 4,457,390

固定負債   

繰延税金負債 2,576 5,644

退職給付に係る負債 221,443 196,836

その他 47,586 40,776

固定負債合計 271,606 243,257

負債合計 4,923,341 4,700,647
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

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 9,900,091 12,643,915

自己株式 △553 △553

株主資本合計 32,340,025 35,083,849

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,837 12,789

為替換算調整勘定 △122,130 △119,695

退職給付に係る調整累計額 21,062 32,527

その他の包括利益累計額合計 △95,230 △74,378

純資産合計 32,244,794 35,009,470

負債純資産合計 37,168,136 39,710,118
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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27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

売上高 12,714,825 13,814,503

売上原価 3,557,238 3,730,293

売上総利益 9,157,587 10,084,210

販売費及び一般管理費 5,314,264 5,987,146

営業利益 3,843,322 4,097,064

営業外収益   

受取利息 63,383 72,155

受取配当金 825 869

受取賃貸料 84,857 80,080

その他 22,342 34,403

営業外収益合計 171,408 187,507

営業外費用   

為替差損 50,889 17,122

賃貸費用 15,250 15,678

その他 7,910 4,115

営業外費用合計 74,050 36,915

経常利益 3,940,680 4,247,655

税金等調整前四半期純利益 3,940,680 4,247,655

法人税、住民税及び事業税 998,824 1,118,485

法人税等合計 998,824 1,118,485

四半期純利益 2,941,855 3,129,170

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,941,855 3,129,170
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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27年４月１日
　至　平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

四半期純利益 2,941,855 3,129,170

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,647 6,952

為替換算調整勘定 69,014 2,435

退職給付に係る調整額 19,383 11,464

その他の包括利益合計 91,046 20,851

四半期包括利益 3,032,902 3,150,021

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,032,902 3,150,021
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【注記事項】

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物

附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

 

（追加情報）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を第１四

半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四

半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

減価償却費 737,593千円 835,433千円

 

（株主資本等関係）

前第３四半期連結累計期間（自平成27年４月１日 至平成27年12月31日）
１．配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年11月９日
取締役会

普通株式 192 3  平成27年９月30日  平成27年12月４日 利益剰余金

 
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間
　　の末日後となるもの
　該当事項はありません。
 
当第３四半期連結累計期間（自平成28年４月１日 至平成28年12月31日）
１．配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月23日
定時株主総会

普通株式 192 3  平成28年３月31日  平成28年６月24日 利益剰余金

平成28年11月７日
取締役会

普通株式 192 3  平成28年９月30日  平成28年12月５日 利益剰余金

 
２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間
　　の末日後となるもの
　該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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。
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 45円81銭 48円72銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千

円）
2,941,855 3,129,170

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
2,941,855 3,129,170

普通株式の期中平均株式数（株） 64,224,317 64,224,317

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半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。

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

 

２【その他】

 平成28年11月７日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　192百万円

②１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　　3円00銭

③支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　 平成28年12月５日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年２月６日

株式会社ジャストシステム

取締役会 御中

 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 茂木 浩之   印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 美久羅 和美 印

 

 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ジャ

ストシステムの平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成２８

年１０月１日から平成２８年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２８年４月１日から平成２８年１２

月３１日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括

利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠

して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ジャストシステム及び連結子会社の平成２８年１２月３１日

現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項

がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 （注） １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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