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(百万円未満切捨て)

１．2021年11月期第１四半期の業績（2020年12月１日～2021年２月28日）

（１）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 ％

2021年11月期第１四半期 3,783 △3.8 385 △31.6 402 △31.8 286 △31.9

2020年11月期第１四半期 3,934 11.6 563 26.7 590 30.7 421 38.2
　

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

2021年11月期第１四半期 17.13 16.97

2020年11月期第１四半期 24.80 24.66
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年11月期第１四半期 19,802 16,890 84.4

2020年11月期 21,688 17,861 81.6
(参考) 自己資本 2021年11月期第１四半期 16,721百万円 2020年11月期 17,695百万円

　

　

　

２．配当の状況

年間配当金

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

2020年11月期 － 0.00 － 80.00 80.00

2021年11月期 －

2021年11月期(予想) 0.00 － 50.00 50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　

　

３．2021年11月期の業績予想（2020年12月１日～2021年11月30日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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(累計) 8,578 △5.1 847 △35.3 882 △34.8 610 △35.1 36.45

通期 18,005 3.2 2,129 3.0 2,157 1.2 1,496 1.8 89.08

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：有
　

　　



※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

　② ①以外の会計方針の変更 ： 無

　③ 会計上の見積りの変更 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無
　

　

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2021年11月期１Ｑ 18,287,000株 2020年11月期 18,287,000株

② 期末自己株式数 2021年11月期１Ｑ 1,532,099株 2020年11月期 1,554,199株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年11月期１Ｑ 16,739,201株 2020年11月期１Ｑ 16,987,353株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的である
と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際
の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「業
績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
・四半期決算補足説明資料は、TDnetにて同日開示するとともに、当社ホームページにも掲載しております。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間における世界経済は、長期化している新型コロナウイルス感染症の世界的大流行がワクチ

ンの普及により収束することが期待され、また、2020年末に発表された日米などによる景気支援策により回復の方

向にありますが、変異ウイルスの影響やワクチン普及の遅れなどのリスクが残存しております。

こうした世界情勢の中、わが国経済は、輸出入および生産はそれぞれ増加、持ち直しの動きを見せており、企業

収益は非製造業の一部に弱さが見られるものの、総じて持ち直しの動きがみられております。

IT市場は、人手不足を背景に業務の効率化および自動化を図ることに加え、業務の非対面化のために、新しいIT

技術(AI、IoT、5GおよびRPAなど)を用いた既存システムの再構築や機能追加等の需要を受けて、引き続き増加基調

で推移しておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることから、回復のペースは緩やかであ

ると見込まれます。

AI：Artificial Intelligence(人工知能)、問題解決などの人間の知的行動の一部をソフトウェアに

行わせる技術

IoT：Internet of Things(モノのインターネット)、様々なモノがインターネットを介して繋がり、

情報交換することにより相互に制御する仕組み

5G：5th Generation(第5世代移動通信システム)、現在普及している「第4世代移動通信システム

(4G)」に比べて超高速、超大容量、超大量接続および超低遅延で移動通信を実現する基盤技術

RPA：Robotic Process Automation、デスクワークの定型作業をAI等の技術を装備したソフトウェア

(ロボット)が代行すること

このような環境下、当社は、引き続き幅広い業種からの受注獲得活動を展開し、特に情報・通信業を中心に受注

拡大を行いました。しかしながら、2021年１月15日に公表いたしました「2020年11月期決算短信〔日本基準〕」に

記載の2021年11月期の業績予想について、前事業年度に生じた不採算案件に係る原価のうち69百万円について当期

利益計画への反映誤りがありました。

当第１四半期累計期間の業績は次のとおりとなりました。

業績予想との比較では、売上高は上回りましたが、利益計画の誤りに加えて原価率の悪化の影響もあり、営業利

益、経常利益、および四半期純利益はいずれも下回りました。

前年同四半期には、新型コロナウイルス感染拡大の影響がほとんどなく、高利益率の案件が売上高に含まれてい

たことから、売上高、営業利益、経常利益、および四半期純利益はいずれも前年同四半期を下回りました。

金額的影響については、以下のとおりであります。

売上高および利益の業績予想および前年同四半期に対する増減状況は、以下のとおりであります。

金額
(百万円)

売上高比率
(％)

対業績予想 対前年同四半期

増減額
(百万円)

増減率
(％)

増減額
(百万円)

増減率
(％)

売上高 3,783 100.0 51 1.4 △150 △3.8

営業利益 385 10.2 △96 △20.0 △178 △31.6

経常利益 402 10.6 △83 △17.1 △187 △31.8

四半期純利益 286 7.6 △50 △14.9 △134 △31.9
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市場別区分毎の売上高は、以下のとおりであります。
　

市場別区分
売上高
(百万円)

構成比
(％)

対業績予想増減率
(％)

対前年同四半期増減率
(％)

素材・建設業 358 9.5 △2.3 14.6

製造業 737 19.5 22.4 1.7

金融・保険業 1,737 45.9 △7.1 6.7

電力・運輸業 380 10.1 △8.0 △38.3

情報・通信業 499 13.2 28.5 △6.3

流通・サービス業 70 1.8 △22.1 △40.5

官公庁・その他 0 0.0 △49.7 △17.3

合計 3,783 100.0 1.4 △3.8

営業利益の業績予想および前年同四半期との増減分析は、以下のとおりであります。

増減分析区分
業績予想との増減 前年同四半期との増減

金額
(百万円)

売上高比率
(％)

金額
(百万円)

売上高比率
(％)

売上高の変動による増減額 11 0.3 △34 △0.9

外注比率の変動による増減額 4 0.1 10 0.3

社内開発分の原価率の変動による増減額 △88 △2.3 △88 △2.3

外注分の原価率の変動による増減額 △55 △1.5 △79 △2.1

販売費及び一般管理費の変動による増減額 31 0.8 14 0.4

営業利益の増減額合計 △96 △2.6 △178 △4.7

（２）財政状態に関する説明

総資産は、前事業年度末より1,885百万円減少し、19,802百万円となりました。流動資産は、前事業年度末より

1,736百万円減少し、11,768百万円となりました。これは主として、現金及び預金の減少によるものであります。

総負債は、前事業年度末より915百万円減少し、2,911百万円となりました。これは主として、前下期賞与の支

給に伴う未払金の減少や、法人税等の納付に伴う未払法人税等の減少によるものであります。

純資産は、前事業年度末より970百万円減少し、16,890百万円となりました。これは主として、配当金の支払に

よるものであります。なお、自己資本比率は84.4％と前事業年度末より2.8ポイント上昇いたしました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年11月期第２四半期累計期間の業績予想に誤りがありました。業績予想の修正の開示基準には達しません

が、2021年１月15日に公表した予想値を修正いたしました。詳細につきましては、本日付の「2021年11月期 第２

四半期累計期間の業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年11月30日)

当第１四半期会計期間
(2021年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,734,848 9,125,790

売掛金 1,609,669 1,196,868

仕掛品 1,028,939 1,337,762

前払費用 123,325 102,464

その他 13,280 9,147

貸倒引当金 △4,859 △3,612

流動資産合計 13,505,205 11,768,421

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 72,616 73,522

車両運搬具（純額） 2,985 2,573

工具、器具及び備品（純額） 7,849 6,156

リース資産（純額） 248,347 233,369

有形固定資産合計 331,798 315,622

無形固定資産

ソフトウエア 525,529 537,788

その他 7,119 7,119

無形固定資産合計 532,649 544,908

投資その他の資産

投資有価証券 3,894,835 3,926,109

関係会社株式 10,000 10,000

敷金 296,267 299,337

保険積立金 2,433,628 2,388,990

繰延税金資産 622,336 488,240

その他 62,752 61,930

貸倒引当金 △1,005 △1,005

投資その他の資産合計 7,318,815 7,173,603

固定資産合計 8,183,263 8,034,134

資産合計 21,688,468 19,802,556
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年11月30日)

当第１四半期会計期間
(2021年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 489,706 470,775

短期借入金 － 99,000

リース債務 92,266 91,115

未払金 1,557,878 344,609

未払法人税等 718,484 17,977

預り金 34,132 448,292

プログラム保証引当金 8,900 8,825

賞与引当金 － 427,617

受注損失引当金 30,988 －

その他 12,133 126,320

流動負債合計 2,944,489 2,034,532

固定負債

リース債務 157,500 143,712

退職給付引当金 57,099 58,837

役員退職慰労引当金 606,001 612,640

資産除去債務 61,780 62,054

固定負債合計 882,381 877,246

負債合計 3,826,870 2,911,778

純資産の部

株主資本

資本金 2,238,688 2,238,688

資本剰余金

資本準備金 2,118,332 2,118,332

その他資本剰余金 3,366 3,769

資本剰余金合計 2,121,698 2,122,101

利益剰余金

利益準備金 123,065 123,065

その他利益剰余金

別途積立金 9,309,300 9,309,300

繰越利益剰余金 5,405,105 4,353,270

利益剰余金合計 14,837,470 13,785,636

自己株式 △1,412,408 △1,391,874

株主資本合計 17,785,449 16,754,551

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △89,637 △32,684

評価・換算差額等合計 △89,637 △32,684

新株予約権 165,785 168,910

純資産合計 17,861,597 16,890,777

負債純資産合計 21,688,468 19,802,556
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2019年12月１日
　至 2020年２月29日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年２月28日)

売上高 3,934,108 3,783,589

売上原価 3,023,932 3,066,353

売上総利益 910,175 717,236

販売費及び一般管理費 346,404 331,652

営業利益 563,771 385,584

営業外収益

受取利息 69 65

有価証券利息 22,844 11,177

投資有価証券売却益 － 1,849

保険配当金 4,410 3,471

その他 1,431 2,667

営業外収益合計 28,756 19,232

営業外費用

支払利息 647 804

投資有価証券売却損 － 1,091

株式交付費 30 154

その他 1,253 22

営業外費用合計 1,931 2,073

経常利益 590,596 402,743

特別利益

新株予約権戻入益 184 570

特別利益合計 184 570

特別損失

固定資産除売却損 － 2,767

投資有価証券評価損 20,823 －

特別損失合計 20,823 2,767

税引前四半期純利益 569,956 400,546

法人税、住民税及び事業税 275,900 3,400

法人税等調整額 △127,242 110,356

法人税等合計 148,657 113,756

四半期純利益 421,299 286,789
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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３．その他

（１）生産、受注および販売の状況

生産、受注および販売の状況については、取引先が属する市場別に区分しております。

① 生産実績

当第１四半期累計期間における生産実績は以下のとおりであります。

市場別区分の名称 生産高(千円) 対前年同四半期増減率(％)

素材・建設業 343,458 △7.1

製造業 780,893 0.9

金融・保険業 1,957,914 △6.9

電力・運輸業 579,079 △25.3

情報・通信業 540,127 11.3

流通・サービス業 53,602 △44.6

官公庁・その他 698 △61.8

合計 4,255,771 △7.6

(注) １ 金額は、販売価格をもって表示しております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注状況

当第１四半期累計期間における受注状況は以下のとおりであります。

市場別区分の名称 受注高(千円)
対前年同四半期
増減率(％)

受注残高
(千円)

対前年同四半期
増減率(％)

素材・建設業 322,365 △8.4 327,574 △2.3

製造業 631,126 △19.8 1,033,605 △1.9

金融・保険業 1,239,533 0.9 1,642,632 △9.9

電力・運輸業 376,943 △20.0 286,311 △37.2

情報・通信業 658,450 83.7 583,097 72.5

流通・サービス業 60,470 △34.6 82,508 △33.8

官公庁・その他 632 △58.9 1,134 △34.1

合計 3,289,522 △0.0 3,956,864 △4.2

(注) １ 金額は、販売価格をもって表示しております。

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　



株式会社ジャステック(9717) 2021年11月期 第１四半期決算短信

－9－

③ 販売実績

当第１四半期累計期間における販売実績は以下のとおりであります。

市場別区分の名称 販売高(千円) 対前年同四半期増減率(％)

素材・建設業 358,059 14.6

製造業 737,277 1.7

金融・保険業 1,737,223 6.7

電力・運輸業 380,370 △38.3

情報・通信業 499,953 △6.3

流通・サービス業 70,072 △40.5

官公庁・その他 632 △17.3

合計 3,783,589 △3.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　


