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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42期
第１四半期
累計(会計)期間

第41期
前連結会計年度　

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22年
１月１日
至平成22年
３月31日

自平成21年
１月１日
至平成21年
12月31日

売上高（千円） 1,793,2441,929,1897,302,330

経常利益又は経常損失（△）（千円） △43,501 38,553 126,305

四半期（当期）純利益又は四半期純損失(△)（千円） △5,997 37,805 355,658

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）　
－ － －

資本金（千円） － 1,302,591 －

発行済株式総数（株） － 26,051,832 －

純資産額（千円） 1,894,8752,318,4782,278,067

総資産額（千円） 4,441,8294,309,8824,036,581

１株当たり純資産額（円） 72.77 89.04 87.49

１株当たり四半期（当期）純利益金額

又は１株当たり四半期純損失金額（△）（円）
△0.23 1.45 13.66

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） － － －

１株当たり配当額（円） － － －

自己資本比率（％） 42.7 53.8 56.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△135,606 109,323△200,495

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△23,588 △8,806 257,567

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
99,618 △30,075 198,246

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（千円） 570,635 955,970 885,530

従業員数（人） 572 612 615

　（注）１．当社は当期から四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経済指標等の

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。

 ４．前連結会計年度まで連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期累計（会計）期間および前事業年度に

代えて前第１四半期連結累計（会計）期間および前連結会計年度について記載しております。　
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２【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社が営む事業の内容に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１四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　 

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成22年３月31日現在

従業員数（人） 612  

　（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。

　なお、第41期以前は連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っておりません。

(1）生産実績

　当第１四半期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）

アプリケーションソフトウェア開発 1,150,911

パッケージソフトウェア開発 130,921

合計 1,281,832

　（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）

アプリケーションソフトウェア開発 305,001

パッケージソフトウェア開発 34,806

合計 339,808

　（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）

コンピュータ機器等販売 286,794

合計 286,794

　（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） 受注残高（千円）

アプリケーションソフトウェア開発 1,156,356 907,467

パッケージソフトウェア開発 189,934 818,290

コンピュータ機器等販売 260,885 760,750

合計 1,607,1762,486,508

　（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）

アプリケーションソフトウェア開発 1,368,183

パッケージソフトウェア開発 232,125

コンピュータ機器等販売 328,880

合計 1,929,189

　（注）１．当第１四半期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１四半期会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

金額（千円） 割合（％）

(株)エヌ・ティ・ティ・データ 404,671 21.0

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

　

２【事業等のリスク】

当第１四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、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重要な変更はありません。　

　

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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が判断したものであります。

なお、第41期以前は連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較分析は行っておりません。　

(1) 経営成績の分析　

当第１四半期会計期間（平成22年１月１日～平成22年３月31日）における我が国経済は、輸出や生産の一部に

おいては持ち直しの兆しは見せてはいるものの、昨年来の金融危機の影響により、企業収益の大幅な減少や、それ

に伴う設備投資の抑制、雇用情勢の悪化など、厳しい状況で推移致しました。

情報サービス産業におきましても、一部に回復の兆しがあるものの、各企業の情報投資計画の縮小や延期の傾

向は継続し、全般的には厳しい事業環境が続いております。

このような状況の中、当社におきましては、“ Total Solution Provider For Innovation ”のコンセプトの

下、当期は中期経営計画の地盤固めを完了させて発展期への早期移行を果たすべく、健全な経営に取組んでおり

ます。

この結果、当第１四半期会計期間の経営成績につきましては、売上高は1,929百万円となりました。

徹底したコスト削減に取り組み収益性の維持に努めた結果、営業利益は37百万円、経常利益は38百万円、四半期

純利益は37百万円となりました。

各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は、主に官公庁、金融業および通信、流通、製造業などの業務分野向けソフ

トウェアの開発が中心であります。当第１四半期会計期間におきましては、新規ソリューションの開発に取組む

とともに前期からの新規顧客の受注が奏功し、売上高は1,368百万円となりました。

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は、主に自治体を中心とする行政経営支援サービス（FAST）のソフトウェア開発

が中心であります。当第１四半期会計期間におきましては、FAST公会計支援、FAST資産管理支援および保守等の堅

調な推移により売上高は232百万円となりました。

③コンピュータ機器等販売

コンピュータ機器等販売は、主に自治体およ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ー機器等の販売等により売上高は328百万円となりました。　

(2) 財政状態の分析　

（資産の部）

当第１四半期会計期間末において、総資産は4,309百万円となり、前事業年度末と比べ273百万円の増加となり

ました。流動資産は、現金及び預金や仕掛品、受取手形及び売掛金が増加したこと等により303百万円増加し2,781

百万円となりました。また、固定資産は30百万円減少し1,528百万円となりました。

（負債及び純資産の部）

負債は、未払金、預り金、長期借入金等が減少した一方で、賞与引当金が増加したこと等により前事業年度末に

比べ232百万円増加し1,991百万円となりました。

また、純資産は、四半期純利益が発生したこと等により40百万円増加し2,318百万円となり、自己資本比率は

53.8％となりました。　
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(3）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物残高は955百万円となり、前事業年度末の885百万円より

70百万円の増加となりました。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）

仕入債務の増加額239百万円、賞与引当金の増加額165百万円、減価償却費43百万円、税引前四半期純利益40百万

円等の増加要因があった一方で、未収入金の増加額128百万円、たな卸資産の増加額75百万円、預り金の減少額56

百万円、未払金の減少額40百万円、その他引当金の減少額19百万円等の減少要因があったことにより、営業活動に

よるキャッシュ・フローは109百万円の収入となりました。

（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４百万円、有形固定資産の取得による支出４百万円等があった一方で、投資有

価証券の売却による収入２百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは８百万円の支出となりまし

た。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

長期借入金の返済による支出等により、財務活動によるキャッシュ・フローは30百万円の支出となりました。　

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5）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１四半期会計期間において、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22年３月31日）

提出日現在発行数（株）

（平成22年５月14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
大阪証券取引所

（ＪＡＳＤＡＱ市場）　

単元株式数　

1,000株

 

計
26,051,832  26,051,832 ― ―

 　（注） 第１四半期会計期間末現在の上場金融商品取引所は、ジャスダック証券取引所であります。なお、ジャスダック

証券取引所は、平成22年４月１日付で大阪証券取引所と合併しておりますので、同日以降の上場金融商品取引

所は、大阪証券取引所であります。

　

（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22年１月１日～ 

平成22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21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22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 　　 13,000 － －

完全議決権株式（その他）（注） 普通株式  26,021,000 26,021 －

単元未満株式 普通株式   　 17,832 － －

発行済株式総数 26,051,832 － －

総株主の議決権 － 26,021 －

　（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1,000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１個が含まれております。

  

②【自己株式等】

 平成22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
13,000 － 13,000 0.04

計 － 13,000 － 13,000 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22年
１月

２月 ３月

最高（円） 142 142 129

最低（円） 110 125 114

　（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及び四半期財務諸表の作成方法について

(1）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。　

なお、前第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）は、改正前の四半期連結財務

諸表規則に基づいて作成しております。

(2）当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、当第１四半期会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成

22年１月１日から平成22年３月31日まで）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。　

(3）前第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）は四半期財務諸表を作成していな

いため、前第１四半期累計期間（平成21年１月１日から平成21年３月31日まで）に係る四半期損益計算書及び四半

期キャッシュ・フローに代えて、前第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

る四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書を記載しております。

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、前第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並びに当第１四半期会計期間（平成22年１月１日から平成22年３

月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）に係る四半期財務諸表に

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。

３．四半期連結財務諸表について

当社は、当第１四半期会計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）及び当第１四半期累計期間（平成

22年１月１日から平成22年３月31日まで）については、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成してお

りません。　
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】
【当第１四半期会計期間末】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 955,970

受取手形及び売掛金 1,481,362

商品 36,354

仕掛品 366,954

その他 427,894

貸倒引当金 △487,156

流動資産合計 2,781,379

固定資産

有形固定資産 ※1
 217,248

無形固定資産 255,588

投資その他の資産

長期預金 600,000

その他 ※2
 455,666

投資その他の資産合計 1,055,666

固定資産合計 1,528,502

資産合計 4,309,882

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 442,402

短期借入金 200,000

1年内返済予定の長期借入金 120,000

未払金 216,010

未払法人税等 7,082

前受金 266,950

預り金 168,818

賞与引当金 219,324

その他の引当金 12,877

その他 36,108

流動負債合計 1,689,575

固定負債

長期借入金 150,000

長期未払金 147,181

その他 4,646

固定負債合計 301,828

負債合計 1,991,404

EDINET提出書類

ジャパンシステム株式会社(E04820)

四半期報告書

12/28



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,302,591

資本剰余金 1,883,737

利益剰余金 △869,289

自己株式 △3,659

株主資本合計 2,313,380

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,098

評価・換算差額等合計 5,098

純資産合計 2,318,478

負債純資産合計 4,309,882
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【前連結会計年度末】
（単位：千円）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 885,530

受取手形及び売掛金 1,458,909

商品 15,034

仕掛品 313,133

その他 293,270

貸倒引当金 △487,813

流動資産合計 2,478,064

固定資産

有形固定資産 ※1
 228,136

無形固定資産 278,970

投資その他の資産

長期預金 600,000

その他 ※2
 451,409

投資その他の資産合計 1,051,409

固定資産合計 1,558,517

資産合計 4,036,581

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 203,344

短期借入金 200,000

1年内返済予定の長期借入金 120,000

未払金 256,126

未払法人税等 19,557

前受金 258,815

預り金 225,403

賞与引当金 54,007

その他の引当金 32,474

その他 50,410

流動負債合計 1,420,138

固定負債

長期借入金 180,000

長期未払金 154,254

その他 4,120

固定負債合計 338,375

負債合計 1,758,513
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（単位：千円）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,302,591

資本剰余金 1,883,737

利益剰余金 △907,095

自己株式 △3,647

株主資本合計 2,275,586

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,481

評価・換算差額等合計 2,481

純資産合計 2,278,067

負債純資産合計 4,036,581
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（２）【四半期損益計算書】
【前第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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【当第１四半期累計期間】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

売上高 1,929,189

売上原価 1,571,507

売上総利益 357,681

販売費及び一般管理費 ※
 320,625

営業利益 37,056

営業外収益

受取利息 605

受取配当金 2,618

その他 531

営業外収益合計 3,754

営業外費用

支払利息 2,102

その他 154

営業外費用合計 2,257

経常利益 38,553

特別利益

投資有価証券売却益 1,080

貸倒引当金戻入額 656

特別利益合計 1,736

税引前四半期純利益 40,290

法人税、住民税及び事業税 2,484

法人税等合計 2,484

四半期純利益 37,805
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
【前第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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【当第１四半期累計期間】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 40,290

減価償却費 43,043

賞与引当金の増減額（△は減少） 165,316

貸倒引当金の増減額（△は減少） △656

その他の引当金の増減額（△は減少） △19,597

受取利息及び受取配当金 △3,223

支払利息 2,102

投資有価証券売却損益（△は益） △1,080

売上債権の増減額（△は増加） △22,453

未収入金の増減額（△は増加） △128,989

たな卸資産の増減額（△は増加） △75,141

仕入債務の増減額（△は減少） 239,058

未払金の増減額（△は減少） △40,051

預り金の増減額（△は減少） △56,584

その他 △27,182

小計 114,853

利息及び配当金の受取額 2,721

利息の支払額 △2,102

法人税等の支払額 △6,148

営業活動によるキャッシュ・フロー 109,323

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 △4,188

無形固定資産の取得による支出 △4,584

投資有価証券の取得による支出 △1,491

投資有価証券の売却による収入 2,400

敷金及び保証金の差入による支出 △1,400

敷金及び保証金の回収による収入 458

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,806

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △30,000

自己株式の取得による支出 △12

配当金の支払額 △63

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,075

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 70,440

現金及び現金同等物の期首残高 885,530

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 955,970
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【四半期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１四半期会計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

会計処理基準に関する事項の変更 　工事契約に関する会計基準の適用

　受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準

を採用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　

平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第18号　平成19年12月27日）を当第１四半期会計期間より適用し、受注

制作のソフトウェア開発のうち、当第１四半期会計期間に着手した受注契約から

当第１四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性の認められる受注

契約については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他

の受注契約については工事完成基準を適用しております。

　これにより、売上高は118百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純

利益は、25百万円増加しております。

 

 

【簡便な会計処理】

 
 
 

当第１四半期会計期間 
（自　平成22年１月１日 
 至　平成22年３月31日）

棚卸資産の評価方法 　当第１四半期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、前事業年度末

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。

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、前事

業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、前事業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】

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成22年３月31日）

　
　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は223,555千円であり

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。

 

　

　

※２　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　その他 17,900千円

 

　

　

　

 

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

　
　

※１　有形固定資産の減価償却累計額は208,479千円であり

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。

 

　

　

※２　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　その他 17,900千円

 

　

　

　

　

（四半期損益計算書関係）

前第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

　

　

　

　

 

当第１四半期累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22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 126,753千円

賞与引当金繰入額 23,554千円

支払手数料 23,852千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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　　

　

　

　

　

　

　
　

　

当第１四半期累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22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貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

 （平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 955,970千円

現金及び現金同等物 955,970千円　　

　

　

　

　

　

　
　

　

（株主資本等関係）

　当第１四半期会計期間末（平成22年３月31日）及び当第１四半期累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22

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                        13,536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。  
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第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】

前第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】

前第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）

当第１四半期会計期間末（平成22年3月31日）

該当事項はありません。

 

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間末（平成22年3月31日）

該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

当第１四半期累計期間（自　平成22年1月1日　至　平成22年3月31日）

該当事項はありません。　

　

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成22年1月1日　至　平成22年3月31日）

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１四半期会計期間末
（平成22年３月31日）

　
　

１株当たり純資産額 89.04円 　

　

前連結会計年度末
（平成21年12月31日）

　
　

１株当たり純資産額 87.49円 　

　

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額

前第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。

 
前第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 　

 

当第１四半期累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

　
　
　

１株当たり四半期純利益金額 1.45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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

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

 
当第１四半期累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年３月31日）

　
　
　

１株当たり四半期純利益金額  　

四半期純利益（千円） 37,805 　

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利益（千円） 37,805 　

期中平均株式数（株） 26,038,382 　

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
   
（リース取引関係）

　該当事項はありません。

　

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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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22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22年１月１日から平成22年12月31日までの第42期事業年度の第１四半期会計期間（平成22年１月１日から平

成22年３月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成22年１月１日から平成22年３月31日まで）に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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の平成22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。

　

　追記情報

　「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載されているとおり、会社は第1四半期会計期間よ

り「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用している。

　

　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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