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2020年７月７日

各 位

会 社 名 株式会社ジャステック

代表者名 代表取締役社長 中谷 昇

(コード：9717、東証第一部)

問合せ先
取締役執行役員
総務経理本部本部長 村中 英俊

(TEL.03－3446－0295)

(((((訂訂訂訂訂正正正正正・・・・・数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正数値データ訂正)))))「「「「「22222000002222200000年年年年年1111111111月月月月月期期期期期 第第第第第２２２２２四半期決算短四半期決算短四半期決算短四半期決算短四半期決算短信信信信信〔〔〔〔〔日本基日本基日本基日本基日本基準準準準準〕〕〕〕〕（（（（（非連非連非連非連非連結結結結結）））））」」」」」

の一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正についての一部訂正について

当社は、2020年６月25日に公表いたしました「2020年11月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）」の

一部に訂正すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、数値データにも訂正がありま

したので、訂正後の数値データも提出いたします。

　

記

１．訂正の理由

記載内容の一部に誤りがあることが判明しましたので、提出済みの「2020年11月期 第２四半期決算短信〔日

本基準〕（非連結）」を訂正させていただくものであります。

２．訂正の内容

　 訂正箇所は下線を付して表示しております。

【訂正箇所①】添付資料４ページ

１．当四半期決算に関する定性的情報

（２）財政状態に関する説明

②キャッシュ・フローの状況

＜訂正前＞

当第２四半期累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、606百万円増加し、当第２四半期累

計期間末の資金残高は10,468百万円となりました。

（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1,701百万円の増加（前年同四半期は1,841百万円の増加）となりました。この増加は、

主として税引前四半期純利益の計上および売上債権の回収等の資金増加要因が、法人税等の支払額等の資金減少

要因を上回ったことによるものであります。

＜訂正後＞

当第２四半期累計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、723百万円増加し、当第２四半期累

計期間末の資金残高は10,584百万円となりました。

（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1,817百万円の増加（前年同四半期は1,841百万円の増加）となりました。この増加は、

主として税引前四半期純利益の計上および売上債権の回収等の資金増加要因が、法人税等の支払額等の資金減少

要因を上回ったことによるものであります。
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【訂正箇所①】添付資料８ページ

２．四半期財務諸表及び主な注記

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

＜訂正前＞

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年12月１日
　至 2019年５月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年12月１日
　至 2020年５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 1,113,531 1,330,697

減価償却費 83,497 87,526

株式報酬費用 26,011 21,133

受注損失引当金の増減額（△は減少） 751 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,131 △7,204

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,645 13,319

受取利息及び受取配当金 △33,456 △44,504

投資有価証券売却損益（△は益） △1,583 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 24,092

売上債権の増減額（△は増加） 976,161 798,505

たな卸資産の増減額（△は増加） △328,544 37,638

仕入債務の増減額（△は減少） 17,451 △45,995

未払賞与の増減額（△は減少） 25,440 28,436

その他の資産の増減額（△は増加） △3,854 △136,692

その他の負債の増減額（△は減少） 99,844 82,988

その他 △319 8,383

小計 1,970,445 2,198,323

利息及び配当金の受取額 33,463 44,511

利息の支払額 △854 △1,201

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △161,144 △540,409

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,841,910 1,701,224
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＜訂正後＞

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年12月１日
　至 2019年５月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年12月１日
　至 2020年５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 1,113,531 1,330,697

減価償却費 83,497 87,526

株式報酬費用 26,011 21,133

受注損失引当金の増減額（△は減少） 751 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,131 △7,204

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,645 13,319

受取利息及び受取配当金 △33,456 △44,504

投資有価証券売却損益（△は益） △1,583 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 24,092

売上債権の増減額（△は増加） 976,161 798,505

たな卸資産の増減額（△は増加） △328,544 37,638

仕入債務の増減額（△は減少） 17,451 △45,995

未払賞与の増減額（△は減少） 25,440 28,436

その他の資産の増減額（△は増加） △3,854 △20,460

その他の負債の増減額（△は減少） 99,844 82,988

その他 △319 8,383

小計 1,970,445 2,314,555

利息及び配当金の受取額 33,463 44,511

利息の支払額 △854 △1,201

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △161,144 △540,409

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,841,910 1,817,457
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【訂正箇所①】添付資料９ページ

２．四半期財務諸表及び主な注記

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

＜訂正前＞

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年12月１日
　至 2019年５月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年12月１日
　至 2020年５月31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 △10,000

定期預金の払戻による収入 20,000 10,000

有形固定資産の取得による支出 △9,948 －

無形固定資産の取得による支出 △46,796 △95,987

投資有価証券の取得による支出 － △101,154

投資有価証券の売却による収入 1,583 －

敷金の差入による支出 △7,136 △1,435

敷金の回収による収入 3,441 539

保険積立金の積立による支出 △79,079 △79,047

保険積立金の解約による収入 － 71,411

その他 44,035 27,039

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,900 △178,633

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 230,000 230,000

短期借入金の返済による支出 △230,000 △230,000

自己株式の取得による支出 － △392,147

ストックオプションの行使による収入 7,394 26,597

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △30,818 △40,198

配当金の支払額 △507,310 △510,036

財務活動によるキャッシュ・フロー △530,735 △915,784

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,217,274 606,806

現金及び現金同等物の期首残高 8,286,454 9,861,815

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,503,729 10,468,621
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＜訂正後＞

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年12月１日
　至 2019年５月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年12月１日
　至 2020年５月31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 △10,000

定期預金の払戻による収入 20,000 10,000

有形固定資産の取得による支出 △9,948 －

無形固定資産の取得による支出 △46,796 △95,987

投資有価証券の取得による支出 － △101,154

投資有価証券の売却による収入 1,583 －

敷金の差入による支出 △7,136 △1,435

敷金の回収による収入 3,441 539

保険積立金の積立による支出 △79,079 △79,047

保険積立金の解約による収入 － 71,411

その他 44,035 27,039

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,900 △178,633

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 230,000 230,000

短期借入金の返済による支出 △230,000 △230,000

自己株式の取得による支出 － △392,147

ストックオプションの行使による収入 7,394 26,597

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △30,818 △40,198

配当金の支払額 △507,310 △510,036

財務活動によるキャッシュ・フロー △530,735 △915,784

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,217,274 723,038

現金及び現金同等物の期首残高 8,286,454 9,861,815

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,503,729 10,584,853

以 上
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