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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44期

第３四半期
累計期間

第45期
第３四半期
累計期間

第44期

会計期間

自平成24年
１月１日

至平成24年
９月30日

自平成25年
１月１日

至平成25年
９月30日

自平成24年
１月１日

至平成24年
12月31日

売上高（千円） 5,646,513 5,737,384 7,411,365

経常利益（千円） 383,614 337,283 485,518

四半期（当期）純利益（千円） 374,694 234,035 470,732

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 1,302,591 1,302,591

発行済株式総数（株） 26,051,832 26,051,832 26,051,832

純資産額（千円） 3,458,227 3,754,881 3,565,374

総資産額（千円） 4,699,840 4,963,201 4,728,746

１株当たり四半期（当期）純利益金額

（円）
14.39 8.99 18.08

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） － － 2.0

自己資本比率（％） 73.6 75.7 75.4

　

回次
第44期

第３四半期
会計期間

第45期
第３四半期
会計期間

会計期間

自平成24年
７月１日

至平成24年
９月30日

自平成25年
７月１日

至平成25年
９月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 5.22 5.62

（注）１．当社は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。

 

２【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、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。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、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。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第３四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。 

 

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】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況　

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府主導による経済対策及び金融政策への期待から円安・株高

が進行し、国内経済は回復の兆しが見られました。その一方で、円安に伴う輸入価格の上昇や新興国経済の成長

鈍化など海外経済環境の不安定要素などを背景に、先行き不透明感を完全に払拭しきれない状況が続いておりま

す。

情報サービス産業におきましては、クラウド・コンピューティングや企業におけるモバイル/タブレット端末

市場等に案件増加の傾向がありつつも、保守・運用コスト等の削減要請が依然として続く等、投資に対する慎重

な姿勢を保つ状況が続いております。

このような環境のもと、当社は、2016年度までに、ITサービス企業ランキング150傑に入ることを目指すべ

く、「お客様の新たなる価値を創造し提供し続ける」及び「売上高の倍化を図る」という新ビジョンを打ち出

し、「Reach for 150」をスローガンに掲げました。当事業年度は、今までの既存概念を打破するために活動

テーマを「脱・・から進化へ」とし、「蓄えてきた自律自走の力を発露させる年」と定め、社員一人一人が実行

レベルまで落とし込んだ戦略・施策に取り組んでおります。

また、さらなる生産性、収益性の向上をめざし人事給与制度を改定すると共に、事業構造改革を開始いたしま

した。

この結果、当第３四半期累計期間の経営成績につきましては、売上高は5,737百万円（前年同四半期比1.6%

増）となりました。また営業利益は309百万円（前年同四半期比16.7%減）、経常利益は337百万円（前年同四半

期比12.1%減）、四半期純利益は、事業構造改善引当金繰入額を特別損失として61百万円計上したこと等から、

234百万円（前年同四半期比37.5%減）となりました。　

サービス品目別の売上高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、通信、公益、製造、流通及び官公庁などの業

務ソフトウェア開発が中心であります。当第３四半期累計期間におきましては、売上高は4,235百万円（前年

同四半期比2.1%減）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）及びＰＣセキュリ

ティ/アクセス管理ソリューション（ARCACLAVISシリーズ）中心であります。当第３四半期累計期間におきま

しては、売上高は863百万円（前年同四半期比32.2%増）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３四半期累計期間におきましては、売上高は638

百万円（前年同四半期比4.1%減）となりました。
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(2) 財政状態の分析

（資産の部）

当第３四半期会計期間末において、総資産は4,963百万円となり、前事業年度末と比べ234百万円の増加とな

りました。流動資産は、受取手形及び売掛金が増加した一方で現金及び預金が減少したこと等により62百万円

増加し2,719百万円となりました。また、固定資産は、無形固定資産が増加したこと等により172百万円増加し

2,243百万円となりました。

　

（負債及び純資産の部）

負債は、支払手形及び買掛金、賞与引当金及び事業構造改善引当金が増加した一方で、預り金が減少したこ

と等により前事業年度末に比べ44百万円増加し1,208百万円となりました。

また、純資産は、四半期純利益が発生したことや前事業年度の期末配当金を支出したこと等により189百万

円増加し3,754百万円となり、自己資本比率は75.7%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３四半期累計期間において、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。

(4）研究開発活動

当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は、27,318千円であります。

なお、当第３四半期累計期間において、当社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 98,000,000

計 98,000,000

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25年９月30日）

提出日現在発行数（株）

（平成25年11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

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

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）【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25年７月１日～ 

平成25年９月30日
－ 26,051,832 － 1,302,591 － 1,883,737

 

（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25年６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25年９月30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） 普通株式  26,018,000 26,018 －

単元未満株式 普通株式  　 20,832 － －

発行済株式総数 26,051,832 － －

総株主の議決権 － 26,018 －

　  

②【自己株式等】

 平成25年９月30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【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】

１．四半期財務諸表の作成方法について

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）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３四半期会計期間（平成25年７月１日から平成25

年９月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年１月１日から平成25年９月30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】

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,259,791 1,055,658

受取手形及び売掛金 1,020,277 1,249,707

商品 18,031 32,311

仕掛品 136,778 123,557

その他 237,129 273,750

貸倒引当金 △14,689 △15,218

流動資産合計 2,657,318 2,719,767

固定資産

有形固定資産 141,094 117,510

無形固定資産 341,667 526,532

投資その他の資産

長期預金 1,200,000 1,200,000

その他 388,665 399,390

投資その他の資産合計
※ 1,588,665 ※ 1,599,390

固定資産合計 2,071,427 2,243,433

資産合計 4,728,746 4,963,201

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 249,645 379,902

短期借入金 150,000 150,000

未払金 260,842 170,899

未払法人税等 20,498 47,493

前受金 133,341 92,066

預り金 228,418 58,490

賞与引当金 56,008 177,220

事業構造改善引当金 － 47,271

その他 4,478 22,838

流動負債合計 1,103,233 1,146,182

固定負債

長期未払金 214 214

資産除去債務 57,156 57,837

その他 2,767 4,085

固定負債合計 60,138 62,137

負債合計 1,163,372 1,208,319
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年12月31日)

当第３四半期会計期間
(平成25年９月30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 409,330 591,289

自己株式 △3,707 △3,802

株主資本合計 3,591,951 3,773,816

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △26,577 △18,935

評価・換算差額等合計 △26,577 △18,935

純資産合計 3,565,374 3,754,881

負債純資産合計 4,728,746 4,963,201
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 5,646,513 5,737,384

売上原価 4,242,338 4,317,424

売上総利益 1,404,174 1,419,959

販売費及び一般管理費 1,032,776 1,110,443

営業利益 371,398 309,516

営業外収益

受取利息 1,845 1,123

受取配当金 8,369 8,120

助成金収入 2,888 10,111

貸倒引当金戻入額 － 9,000

その他 1,714 1,559

営業外収益合計 14,818 29,913

営業外費用

支払利息 1,905 1,667

その他 696 478

営業外費用合計 2,602 2,145

経常利益 383,614 337,283

特別損失

固定資産除却損 1,486 －

事業構造改善引当金繰入額 －
※ 61,448

その他 － 47

特別損失合計 1,486 61,495

税引前四半期純利益 382,127 275,787

法人税、住民税及び事業税 7,432 41,752

法人税等合計 7,432 41,752

四半期純利益 374,694 234,035

EDINET提出書類

ジャパンシステム株式会社(E04820)

四半期報告書

10/14



【会計方針の変更】

（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）

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成25年１月１日以降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。

この変更による当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。   

 

【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

※ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前事業年度

（平成24年12月31日）
当第３四半期会計期間
（平成25年９月30日）

投資その他の資産 115,877千円 106,877千円

　

（四半期損益計算書関係）

※  事業構造改善引当金繰入額

事業の構造改革に伴い、今後発生が見込まれる費用及び損失について合理的に見積もられる金額を以下のとおり

計上しております。　

  
前第３四半期累計期間

（自  平成24年１月１日
至  平成24年９月30日）

当第３四半期累計期間
（自  平成25年１月１日
至  平成25年９月30日）

事業構造改善引当金繰入額 －千円 61,448千円

　

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・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３四半期累計期間

（自  平成24年１月１日
至  平成24年９月30日）

当第３四半期累計期間
（自  平成25年１月１日
至  平成25年９月30日）

減価償却費 116,508千円 96,506千円

　　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年９月30日）

配当金支払額

該当事項はありません。  

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年９月30日）

配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）　

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月28日

定時株主総会
普通株式 52,075 2  平成24年12月31日  平成25年３月29日 利益剰余金

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年９月30日）

当社は、情報サービスの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

　

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年９月30日）

当社は、情報サービス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。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成24年１月１日
至　平成24年９月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 14円39銭 8円99銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 374,694 234,035

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金額（千円） 374,694 234,035

普通株式の期中平均株式数（株） 26,038,133 26,037,872

（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】

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25年11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25年１月１日から平成25年12月31日までの第45期事業年度の第３四半期会計期間（平成25年７月１日か

ら平成25年９月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年１月１日から平成25年９月30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注記について四半期レビューを行った。

 

四半期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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

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25年９月30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。

２．四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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