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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41期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第40期

会計期間

自平成21年
１月１日
至平成21年
３月31日

自平成20年
１月１日
至平成20年
12月31日

売上高（千円） 1,793,2448,676,105

経常損失（千円） △43,501△940,620

四半期（当期）純損失（千円） △5,997△1,839,449

純資産額（千円） 1,894,8751,913,641

総資産額（千円） 4,441,8294,497,495

１株当たり純資産額（円） 72.77 73.49

１株当たり四半期（当期）純損失金額（円） △0.23 △70.64

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（％） 42.7 42.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△135,606△598,441

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△23,588 249,774

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
99,618 207,609

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 570,635 630,212

従業員数（人） 572 599

　（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、消費税等を含んでおりません。

 ３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）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。

   

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　なお、当社子会社であるジェイ・エス・エンジニアリング株式会社（ＪＳＥ）は、平成21年５月開催予定のＪＳＥの

臨時株主総会において解散決議を行なう予定であります。 

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 572  

　（注）　従業員数は就業人員であり、嘱託、出向者及び臨時従業員は含めておりません。

(2）提出会社の状況

 平成21年３月31日現在

従業員数（人） 567  

　（注）　従業員数は就業人員であり、嘱託、出向者及び臨時従業員は含めておりません。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

　ソフトウェア開発分野におきましては、ソフトウェアの受注生産を行っており、コンピュータ機器等の販売分野にお

きましてはネットワーク機器等の商品の仕入、販売を行っております。

(1）生産実績

　当第１四半期連結会計期間の生産実績をサービス品目の種類別に示すと、次のとおりであります。

区分 金額（千円） 前年同期比（％）

アプリケーションソフトウェア開発 1,127,420 －

パッケージソフトウェア開発 133,363 －

合計 1,260,784 －

　（注）１．生産実績額は、製造原価で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）外注実績

　当社グループは、製造過程において、ソフトウェア開発の一部を外注に依存しております。

　当第１四半期連結会計期間の外注実績をサービス品目の種類別に示すと、次のとおりであります。

区分 金額（千円） 前年同期比（％）

アプリケーションソフトウェア開発 389,283 －

パッケージソフトウェア開発 34,915 －

合計 424,199 －

　（注）１．外注実績額は、製造原価で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）商品仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績は次のとおりであります。

区分 金額（千円） 前年同期比（％）

コンピュータ機器等販売 157,550 －

合計 157,550 －

　（注）１．金額は、実際仕入原価で表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(4）受注状況

　当第１四半期連結会計期間の受注状況をサービス品目の種類別に示すと、次のとおりであります。

区分 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

アプリケーションソフトウェア開発 607,510 － 1,033,789 －

パッケージソフトウェア開発 239,721 － 1,177,155 －

コンピュータ機器等販売 716,965 － 723,259 －

合計 1,564,197 － 2,934,204 －

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(5）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績をサービス品目の種類別に示すと、次のとおりであります。

区分 金額（千円） 前年同期比（％）

アプリケーションソフトウェア開発 1,317,661 －

パッケージソフトウェア開発 246,493 －

コンピュータ機器等販売 229,088 －

合計 1,793,244 －

　（注）１．当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は

次のとおりであります。

　相手先

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

金額（千円） 割合（％）

(株)エヌ・ティ・ティ・データ 356,325 19.9

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第１四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【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1）業績の状況

当第１四半期における我が国経済は、昨年来の米国発金融危機の影響により、引き続き厳しい景気後退局面が続

きました。

情報サービス産業におきましても、厳しい経済環境の中、各企業の収益悪化に伴う情報化に関する投資意欲の減

退が顕著になり、引き続き業界全体で低迷傾向が続きました。

このような環境の下、当社グループにおきましては、“ Total Solution Provider For Innovation ”のコンセ

プトの下、お客様の企業価値を高めるために行動し、期待を具現化できる企業であることを目指して、新規ソリュー

ションの発掘や、ＳＩ（システムインテグレーション）ビジネスによる顧客の拡大、将来の飛躍に向けたビジネス

基盤の確立等に尽力してまいりました。

また、平成21年１月１日付けで組織変更を行い、営業・システムの二本部制から、“ Customer First ”を活動の

基本とした製販一体型の事業部制を導入しており、更にはエリア統括の執行役員を配置するなど目標達成に向けた

組織体制の強化に努めております。

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の経営成績につきましては、新規案件の獲得が堅調に推移し売上高は

1,793百万円となりました。営業損失は43百万円、経常損失は43百万円、貸倒引当金戻入額40百万円を特別利益に計

上したことにより四半期純損失は5百万円となりました。

　

サービス品目別の業績は次のとおりであります。

①アプリケーションソフトウェア開発

アプリケーションソフトウェア開発部門は、主に官公庁、金融業及び通信、流通、製造業などの業務分野向けソ

フトウェア開発が中心であります。当第１四半期連結会計期間におきましては、積極的な新規ソリューションの

獲得が奏功し売上高は1,317百万円となりました。

 

②パッケージソフトウェア開発

パッケージソフトウェア開発部門は、主に自治体を中心とする行政運営支援サービス（FAST－Web版）のソフ

トウェア開発が中心であります。当第１四半期連結会計期間におきましては、財務会計システム及び契約管理シ

ステムの設計、保守等が堅調に推移し売上高は246百万円となりました。

 

③コンピュータ機器等販売

コンピュータ機器等販売部門は、主に自治体及び一般企業を取引先として、コンピュータ機器とその周辺機器

やネットワーク製品を中心とした販売が中心であります。当第１四半期連結会計期間におきましては、ソフト

ウェア開発に付随したサーバ機器等の販売により売上高は229百万円となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は570百万円となり、前連結会計年度末の630百万

円より59百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれら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）

賞与引当金の増加額161百万円、受注損失引当金の増加額38百万円、減価償却費34百万円、売上債権の減少額21

百万円等の増加要因があったものの、未払金の減少額154百万円、たな卸資産の増加額62百万円、仕入債務の減少

額52百万円、貸倒引当金の減少額39百万円等の減少要因により、営業活動によるキャッシュ・フローは135百万円

の支出となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

無形固定資産の取得による支出15百万円、有形固定資産の取得による支出5百万円等により、投資活動による

キャッシュ・フローは23百万円の支出となりました。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

短期借入れによる収入400百万円があった一方で短期借入金の返済による支出300百万円があったことにより、

短期借入金の純増減額は100百万円となり、財務活動によるキャッシュ・フローは99百万円の収入となりました。

 

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

    当第１四半期連結会計期間において、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

    該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。
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第４【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 98,000,000

計 98,000,000

②　【発行済株式】

種類

第１四半期会計期間末現在

発行数（株）

（平成21年３月31日）

提出日現在発行数（株）

（平成21年５月15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 26,051,832  26,051,832ジャスダック証券取引所
単元株式数　

1,000株

 

計
26,051,832  26,051,832 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（４）【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21年１月１日～ 

平成21年３月31日
－ 26,051,832－ 1,302,591－ 1,883,737

 

（５）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりませ

ん。 
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（６）【議決権の状況】

　当第１四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20年12月31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21年３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 　　 11,000 － －

完全議決権株式（その他）（注） 普通株式  26,022,000 26,022 －

単元未満株式 普通株式   　 18,832 － －

発行済株式総数 26,051,832 － －

総株主の議決権 － 26,022 －

　（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3,000株含まれております。また、「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３個が含まれております。

  

②【自己株式等】

 平成21年３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
（％）

ジャパンシステム株式会

社

東京都渋谷区代々木一丁目

22番１号
11,000 － 11,000 0.04

計 － 11,000 － 11,000 0.04

　 

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年
１月

２月 ３月

最高（円） 81 72 85

最低（円） 68 61 68

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）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、当第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平

成21年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受け

ております。

なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。

第40期連結会計年度　　　　　　　あずさ監査法人

第41期第１四半期連結累計期間　　新日本有限責任監査法人 
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※1
 1,570,635 1,630,212

受取手形及び売掛金 1,330,897 1,352,412

商品 22,674 33,221

仕掛品 799,806 726,318

その他 311,849 362,957

貸倒引当金 △544,223 △584,111

流動資産合計 3,491,640 3,521,011

固定資産

有形固定資産 ※2
 232,679

※2
 242,473

無形固定資産 273,867 277,999

投資その他の資産 ※3
 443,641

※3
 456,011

固定資産合計 950,189 976,483

資産合計 4,441,829 4,497,495

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 301,084 353,548

短期借入金 400,000 300,000

未払金 242,053 396,886

未払法人税等 6,621 15,421

前受金 353,118 399,037

預り金 170,549 224,766

賞与引当金 217,494 56,007

受注損失引当金 179,495 141,350

リース解約損失引当金 96,370 96,370

その他の引当金 2,741 2,741

その他 98,328 61,583

流動負債合計 2,067,857 2,047,714

固定負債

長期未払金 211,409 232,403

長期リース資産減損勘定 65,336 73,858

長期リース解約損失引当金 193,867 217,959

その他の引当金 5,254 5,939

その他 3,229 5,978

固定負債合計 479,096 536,139

負債合計 2,546,953 2,583,854
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,302,591 1,302,591

資本剰余金 1,883,737 1,883,737

利益剰余金 △1,268,751 △1,262,754

自己株式 △3,508 △3,456

株主資本合計 1,914,068 1,920,118

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △19,192 △6,477

評価・換算差額等合計 △19,192 △6,477

純資産合計 1,894,875 1,913,641

負債純資産合計 4,441,829 4,497,495
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（２）【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）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

売上高 1,793,244

売上原価 1,450,591

売上総利益 342,652

販売費及び一般管理費 ※
 385,710

営業損失（△） △43,058

営業外収益

受取利息 181

その他 665

営業外収益合計 847

営業外費用

支払利息 1,195

その他 95

営業外費用合計 1,290

経常損失（△） △43,501

特別利益

貸倒引当金戻入額 40,000

特別利益合計 40,000

税金等調整前四半期純損失（△） △3,501

法人税、住民税及び事業税 2,495

法人税等合計 2,495

四半期純損失（△） △5,997
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
(自　平成21年１月１日
　至　平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △3,501

減価償却費 34,479

賞与引当金の増減額（△は減少） 161,486

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39,888

受注損失引当金の増減額（△は減少） 38,145

リース解約損失引当金の増減額（△は減少） △24,092

その他の引当金の増減額（△は減少） △685

受取利息及び受取配当金 △181

支払利息 1,195

売上債権の増減額（△は増加） 21,514

たな卸資産の増減額（△は増加） △62,939

仕入債務の増減額（△は減少） △52,464

未払金の増減額（△は減少） △154,504

その他 △43,241

小計 △124,677

利息及び配当金の受取額 68

利息の支払額 △1,195

法人税等の支払額 △9,802

営業活動によるキャッシュ・フロー △135,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,185

無形固定資産の取得による支出 △15,368

投資有価証券の取得による支出 △1,495

敷金及び保証金の差入による支出 △2,297

敷金及び保証金の回収による収入 404

その他 353

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,588

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000

配当金の支払額 △329

その他 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー 99,618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △59,576

現金及び現金同等物の期首残高 630,212

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 570,635
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

会計処理基準に関する

事項の変更

　棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基

準第９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

 

【簡便な会計処理】

当第１四半期連結会計期間 
（自　平成21年１月１日 
 至　平成21年３月31日）

１．棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が

明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

２．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によってお

ります。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニン

グを利用する方法によっております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

    　該当事項はありません。  
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

※１　担保資産

担保に供されている資産

定期預金　　　　　　　　　 1,000,000千円

　

※２　有形固定資産の減価償却累計額は340,919千円であり

ます。なお、減価償却累計額には減損損失累計額が含ま

れております。

 

※３　資産の額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産　　　　　　　17,900千円

 

　　　　　　　　　―――――――――

 

 

 

※２　有形固定資産の減価償却累計額は325,940千円であり

ます。なお、減価償却累計額には減損損失累計額が含ま

れております。 

 

※３　資産の額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産　　　　　　　23,900千円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

※　　販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給料・賞与                   157,656千円

賞与引当金繰入額              24,036千円

支払手数料                    38,266千円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

※　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 （平成21年３月31日現在）

  　現金及び預金勘定       　       1,570,635千円

  　 預入期間が３ヶ月を超える定期預金　

　△1,000,000千円

現金及び現金同等物 570,635千円　　
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（株主資本等関係）

　当第１四半期連結会計期間末（平成21年３月31日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至　

平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式                    26,051,832株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式                        12,535株

  

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。   

 

４．配当に関する事項

　記載すべき事項はありません。  

 

 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日） 

　当社グループはソフトウェア開発及びこれに関するコンピュータ機器等の販売の情報サービス事業を展開し

ており、単一事業のため、事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。

 

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日） 

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

 

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自平成21年１月１日　至平成21年３月31日） 

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

　当四半期連結会計期間における有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度末に比

べて著しい変動がありません。

 

（デリバティブ取引関係）

　当社グループはデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　当社グループはストック・オプション、自社株式オプションまたは自社の株式を交付しておらず、該当事項はあり

ません。 
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年３月31日）

前連結会計年度末
（平成20年12月31日）

１株当たり純資産額 72.77円 １株当たり純資産額 73.49円

２．１株当たり四半期純損失金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額 0.23円

　なお、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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。　 

　（注）　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年１月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり四半期純損失金額     

四半期純損失（千円） △5,997

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純損失（千円） △5,997

期中平均株式数（株） 26,039,721

 

（重要な後発事象）

        該当事項はありません。   

 

（リース取引関係）

　当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は、前連結会計年度末に比べて著しい変動がありません。

  

２【その他】

　該当事項はありません。   
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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21年５月14日

ジャパンシステム株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 上村　　純　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 矢崎　弘直　　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」に掲げられているジャパンシステム株

式会社の平成21年１月１日から平成21年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成21年１月１日から

平成21年３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及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当

監査法人の責任は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により行われており、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限定された手続により行われた。

　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、ジャパンシステム株式会社及び連結子会社の平成21年３月31日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

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。

　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。

２．四半期連結財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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