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1.  平成22年11月期第1四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年2月28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 ％

22年11月期第1四半期 1,913 △30.3 41 △62.3 75 19.4 16 ―
21年11月期第1四半期 2,744 ― 108 ― 63 ― △235 ―

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

22年11月期第1四半期 0.96 0.96
21年11月期第1四半期 △13.35 ―

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

22年11月期第1四半期 14,155 11,895 83.8 683.35
21年11月期 14,364 12,435 86.4 704.28

（参考） 自己資本   22年11月期第1四半期  11,868百万円 21年11月期  12,412百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年11月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
22年11月期 ―
22年11月期 

（予想）
0.00 ― 30.00 30.00

3.  平成22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

4,148 △31.3 85 △58.3 181 △26.8 86 ― 4.93

通期 9,375 △6.6 642 989.7 1,051 344.6 596 ― 33.82



4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述につきましては、現時点における入手可能な 
情報および計画が含まれており、実際の業績は、今後発生する様々な要因により大きく異なる可能性 
があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 
３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年11月期第1四半期 18,287,000株 21年11月期  18,287,000株
② 期末自己株式数 22年11月期第1四半期  918,801株 21年11月期  663,216株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第1四半期 17,527,517株 21年11月期第1四半期 17,623,894株



  

  

当第１四半期の世界経済は、各国の景気刺激策により景気の持ち直しが顕著になりつつあるものの、本

格的な実体経済の改善には至っておらず、また一部の国の財政不安など新たなリスクが顕在化し、予断を

許さない状況が続きました。 

日本経済も円の高止まり、雇用環境に対する不安およびデフレによる悪影響などにより、依然として先

行き不透明な状況のまま推移いたしました。 

このような環境下、企業集団は、次世代バンキングシステム、国際会計基準対応などの新業務および次

世代ネットワークを基盤とした新技術など、引き続き市場動向に即応した分野からの受注を目指した提案

活動に注力し、営業活動を展開いたしました。これにより受注高は、前年同期をやや上回りましたが、売

上高は、前連結会計年度末の受注残高が低水準だったことにより、前年同期を下回りました。 

利益面においては、のれんの償却が前連結会計年度第２四半期までで終了したことにより販売費及び一

般管理費が減少したこと、前連結会計年度において発生した海外子会社の円建て借入金に対する為替差損

および投資有価証券評価損などの突出損失が発生しなかったことにより、四半期純利益は黒字転換いたし

ました。 

以上の結果、当第１四半期の連結売上高および連結利益は、次のとおりとなりました。 

  

 
  

事業の種類別セグメントの業績は、以下のとおりであります。 

  

 
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

金額(百万円) 売上高比率(％)
前年同期比

増減額(百万円) 増減率(％)

連結売上高 1,913 100.0 △831 △30.3

連結営業利益 41 2.1 △67 △62.3

連結経常利益 75 3.9 12 19.4

連結四半期純利益 16 0.9 252 ―

事業の種類別セグメント 金額(百万円) 売上高比率(％)
前年同期比

増減額(百万円) 増減率(％)

ソフトウェア開発事業
売上高 1,878 100.0 △825 △30.5

営業利益 107 5.7 △167 △60.9

システム販売事業
売上高 35 100.0 △5 △14.5

営業損失(△) △66 △189.4 99 ―
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（ソフトウェア開発事業） 

金融・保険業向けの大型案件の開発がピークを経過したことおよび全般的な情報化投資の縮小に伴い、

売上高は18億78百万円（前年同期比 30.5%減）となりました。また、売上高の減少に伴い固定費比率が増

大したことなどにより営業利益は１億７百万円（前年同期比 60.9%減）となりました。 

  

なお、ソフトウェア開発事業の営業利益の前年同期との差額分析は以下のとおりであります。 

  

 
  

（システム販売事業） 

一部の大型案件について成約の遅れがあり、売上高は35百万円（前年同期比14.5%減）となりました。

また、営業損失は、のれんの償却が前連結会計年度第２四半期までで終了したことにより販売費及び一般

管理費が減少し、66百万円（前年同期営業損失額 １億65百万円）となりました。 

  

金額（百万円） 対売上高比率(％)

営業利益の増減額 △167 △8.9

（増減分析）

売上高の変動による増減額 △84 △4.4

外注比率の変動による増減額 △48 △2.6

社内開発分の原価率の変動による増減額 6 0.3

外注分の原価率の変動による増減額 △3 △0.2

販売費・一般管理費比率の変動による増減額 △38 △2.0

 合 計 △167 △8.9
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(1) 資産、負債及び純資産の状況 

資産は141億55百万円と前連結会計年度末より２億９百万円減少いたしました。これは主として売上高

減に伴う売掛金の減少および配当金の支払に伴う現金及び預金の減少によるものであります。 

負債は22億59百万円と前連結会計年度末より３億30百万円増加いたしました。これは主として未払法人

税等が増加したこと、および当第１四半期末日が休日だったことに伴い社会保険料などの支払が翌月とな

ったためその他流動負債が増加したことによるものであります。 

純資産は118億95百万円と前連結会計年度末より５億39百万円減少いたしました。これは、主として配

当金の支払および自社株買いに伴う自己株式の増加によるものであります。なお、自己資本比率は83.8％

と前連結会計年度末より2.6ポイント減少いたしました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、４億83百万円の減少となり、前連結

会計年度末（平成21年11月30日）の資金残高28億70百万円を受け、当第１四半期末の資金残高は23億87百

万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、資金は１億25百万円の増加となりました。この増加は、主として売上高減に伴う売上

債権の減少額および賞与引当金の増加額などの資金増加要因が未払賞与の減少額などの資金減少要因を上

回ったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、資金は55百万円の減少となりました。この減少は、主として普通預金（現金同等物）

から長期預金への預け替えによる減少要因が有価証券の満期償還による増加要因を上回ったことによるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、資金は５億51百万円の減少となりました。この減少は、主として配当金の支払および

自己株式の取得によるものであります。 

  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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今後の世界経済は、景気回復の方向へ向かうものと予想されますが、その勢いは緩やかであり、しばら

くは厳しい状況が続くものと思われます。このような情勢の中、日本経済の回復にも今しばらく時間がか

かるものと思われます。 

企業集団の連結売上高および連結利益は、ソフトウェア開発事業において検収の前倒しが発生したこと

および想定よりもやや受注が改善していることから、当第１四半期において期初計画を上回って推移して

おり、第２四半期連結累計期間においても、以下のとおり前回予想（期初計画）を上回る見込でありま

す。 

  

 
  

  
通期の業績については、現時点においてまだ先行き不透明で、予断を許さない状況であり、期初計画予

想のとおりとしております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

今回予想
前回予想
(期初計画)

増減額 増減率(％)

連結売上高 4,148 3,988 160 4.0

連結営業利益 85 28 57 203.6

連結経常利益 181 142 39 27.5

連結四半期純利益 86 85 1 1.2
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該当事項はありません。 

  

繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等および一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測

およびタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

受注制作のソフトウェア等に係る収益の計上基準の変更 

ソフトウェアの請負契約に係る収益の計上基準については、従来、長期請負契約(契約期間１年超)の

収益計上については業務進行基準を、その他の請負契約については業務完成基準を適用しておりました

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）および「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１四半期連結会

計期間より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した契約から、当第１四半期連結会計期間末まで

の進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは

原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間においては、工事進行基準を適用する契約がなかったため、この変

更による当第１四半期連結会計期間の売上高および損益に与える影響はありません。 

  

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5. 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22年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,089,034 1,572,431

売掛金 821,056 1,042,804

有価証券 2,274,534 2,244,201

仕掛品 926,624 658,669

その他 532,463 464,307

貸倒引当金 △2,427 △3,280

流動資産合計 5,641,286 5,979,135

固定資産

有形固定資産

リース資産（純額） 117,796 125,002

その他（純額） 59,616 63,610

有形固定資産合計 177,413 188,613

無形固定資産 167,904 166,236

投資その他の資産

投資有価証券 6,065,787 6,272,336

長期預金 368,400 －

繰延税金資産 843,571 884,129

敷金 220,804 219,166

保険積立金 617,077 616,144

その他 53,677 39,432

貸倒引当金 △885 △885

投資その他の資産合計 8,168,433 8,030,325

固定資産合計 8,513,751 8,385,175

資産合計 14,155,037 14,364,310

負債の部

流動負債

買掛金 100,337 88,590

短期借入金 84,457 50,856

リース債務 53,759 56,035

未払金 316,643 861,556

未払法人税等 215,747 －

プログラム保証引当金 7,121 7,773

賞与引当金 303,417 －

受注損失引当金 913 1,910

その他 385,794 82,001

流動負債合計 1,468,192 1,148,723
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年11月30日)

固定負債

リース債務 65,375 70,076

退職給付引当金 163,503 160,154

役員退職慰労引当金 561,156 549,477

その他 908 667

固定負債合計 790,943 780,375

負債合計 2,259,135 1,929,099

純資産の部

株主資本

資本金 2,238,688 2,238,688

資本剰余金 2,118,332 2,118,332

利益剰余金 8,266,991 8,778,870

自己株式 △583,157 △454,335

株主資本合計 12,040,854 12,681,556

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △193,875 △287,528

為替換算調整勘定 21,613 17,974

評価・換算差額等合計 △172,262 △269,554

新株予約権 27,310 23,209

純資産合計 11,895,902 12,435,211

負債純資産合計 14,155,037 14,364,310
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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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
 至 平成22年２月28日)

売上高 2,744,527 1,913,243

売上原価 2,143,196 1,457,941

売上総利益 601,331 455,301

販売費及び一般管理費 492,349 414,197

営業利益 108,981 41,104

営業外収益

受取利息 2,042 288

有価証券利息 28,629 24,350

受取配当金 1,777 1,636

雇用調整助成金 － 13,402

その他 513 14,571

営業外収益合計 32,962 54,248

営業外費用

支払利息 851 669

為替差損 54,847 －

投資有価証券投資損失 17,980 13,312

その他 5,043 5,867

営業外費用合計 78,723 19,849

経常利益 63,220 75,503

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,041 853

特別利益合計 3,041 853

特別損失

固定資産除売却損 100 －

投資有価証券評価損 301,750 －

特別損失合計 301,851 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△235,590 76,356

法人税、住民税及び事業税 87,000 210,800

法人税等調整額 △87,318 △151,277

法人税等合計 △318 59,522

四半期純利益又は四半期純損失（△） △235,272 16,834
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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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年２月28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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△235,590 76,356

減価償却費 68,934 38,866

のれん償却額 85,747 －

株式報酬費用 3,264 4,100

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,031 △853

プログラム保証引当金の増減額(△は減少) △279 △652

受注損失引当金の増減額（△は減少） 9,304 △996

賞与引当金の増減額（△は減少） 293,196 303,417

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,823 3,348

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △114,314 11,678

受取利息及び受取配当金 △32,448 △26,274

支払利息 851 669

固定資産除売却損益（△は益） 100 －

投資有価証券評価損益（△は益） 301,750 －

売上債権の増減額（△は増加） 999,242 226,073

たな卸資産の増減額（△は増加） △272,713 △267,954

仕入債務の増減額（△は減少） △76,771 11,628

未払賞与の増減額（△は減少） △563,234 △560,617

その他の資産の増減額（△は増加） 6,185 29,906

その他の負債の増減額（△は減少） 98,347 235,528

その他 23,004 7,879

小計 598,370 92,106

利息及び配当金の受取額 34,509 38,344

利息の支払額 △1,621 △1,371

法人税等の支払額 △199,248 △3,644

営業活動によるキャッシュ・フロー 432,009 125,435
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年12月１日
至 平成21年２月28日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △20,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000 20,000

有価証券の償還による収入 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △1,927 △6,344

無形固定資産の取得による支出 △16,187 △17,981

投資有価証券の取得による支出 △178,136 －

長期預金の預入による支出 － △357,960

貸付金の回収による収入 356 320

敷金の差入による支出 △2,229 △1,592

敷金の回収による収入 2,631 －

保険積立金の積立による支出 △1,213 △1,213

保険積立金の解約による収入 － 25,407

その他 11,399 3,924

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,305 △55,439

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 240,000 150,000

短期借入金の返済による支出 △141,000 △117,196

自己株式の取得による支出 △41 △128,822

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △18,704 △16,477

配当金の支払額 △437,390 △439,022

財務活動によるキャッシュ・フロー △357,137 △551,518

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38,590 △1,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △149,023 △483,070

現金及び現金同等物の期首残高 2,711,430 2,870,280

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,562,406 2,387,209
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日) 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

  事業の種類別セグメントは、(社)情報サービス産業協会が公表した「情報サービス産業における有価証券報

告書の記載モデル」に基づいております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) ソフトウェア開発事業   

 一括請負契約に基づき、情報システムの企画提案から要件定義、開発・構築、運用に至るまでのシステム

構築に係わる一切を総合したソフトウェア製品の製造販売を行う事業であります。  

 (2) システム販売事業   

   不特定多数のユーザー向けに開発したソフトウェア製品の販売を行う事業であります。  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

① 事業の種類別セグメント情報

ソフトウェア
開発事業 
(千円)

システム
販売事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

2,703,556 40,971 2,744,527 ― 2,744,527

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,703,556 40,971 2,744,527 ― 2,744,527

 営業利益 
 (又は営業損失△)

274,636 △165,655 108,981 ― 108,981

ソフトウェア
開発事業 
(千円)

システム
販売事業 
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

1,878,225 35,017 1,913,243 ― 1,913,243

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,878,225 35,017 1,913,243 ― 1,913,243

 営業利益 
 (又は営業損失△)

107,438 △66,334 41,104 ― 41,104

-13-

㈱ジャステック(9717)　平成22年11月期　第１四半期決算短信



前第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日) 

 
  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日) 

 
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日) 

   海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日) 

   海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

② 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

米国
(千円)

仏国
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

2,704,456 5,221 34,849 2,744,527 ― 2,744,527

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 5,950 2,489 8,439 △8,439 ―

計 2,704,456 11,172 37,339 2,752,967 △8,439 2,744,527

 営業利益 
 (又は営業損失△)

273,433 △143,663 △20,787 108,981 ― 108,981

日本 
(千円)

米国
(千円)

仏国
(千円)

計(千円)
消去又は 
全社(千円)

連結(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

1,879,391 7,340 26,511 1,913,243 ― 1,913,243

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― 3,352 3,352 △3,352 ―

計 1,879,391 7,340 29,864 1,916,595 △3,352 1,913,243

 営業利益 
 (又は営業損失△)

107,045 △33,604 △32,336 41,104 ― 41,104

③ 海外売上高

(6) 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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