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(百万円未満切捨て)

１．2021年11月期第２四半期の業績（2020年12月１日～2021年５月31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２四半期 8,612 △4.7 901 △31.3 954 △29.4 666 △29.2

2020年11月期第２四半期 9,034 9.0 1,310 21.8 1,352 21.7 940 25.1
　

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２四半期 39.74 39.40

2020年11月期第２四半期 55.62 55.37
　

　

（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２四半期 20,750 17,398 83.0

2020年11月期 21,688 17,861 81.6

(参考) 自己資本 2021年11月期第２四半期 17,230百万円 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 － 0.00

2021年11月期(予想) － 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

2020年11月期期末配当金の内訳(普通配当30円00銭 創立50周年記念配当50円00銭)

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、対前期増減率)

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

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 ：無
　

　　



※ 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２Ｑ 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２Ｑ 1,460,499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２Ｑ 16,760,358株 2020年11月期２Ｑ 16,908,291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４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。
・当社は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、従来開催しておりました決算説明会に代えて、2021年６
月30日までに決算説明動画を当社ホームページに掲載する予定です。
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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２四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しつつあり、欧米を中心に回復の方向にありますが、変異ウイルスの影響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、前四半期に引き続き輸出入および生産においてそれぞれ増加、回復の傾

向にあり、企業収益については非製造業に弱さが見られるものの、総じて持ち直しております。

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、当第２四半期累計期間の業績は次のとおりとなりました。

修正業績予想(2021年３月26日付)との比較では、売上高の増加に加え、売上原価率の改善、一般管理費の削減お

よび営業外収益の増加により、営業利益、経常利益および四半期純利益はいずれも上回りました。

前年同四半期累計期間は、新型コロナウイルス感染症の影響が比較的小さく、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累計期間を下回りまし

た。

売上高および利益の修正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
(％)

対修正業績予想 対前年同四半期

増加額
(百万円)

増加率
(％)

減少額
(百万円)

減少率
(％)

売上高 8,612 100.0 34 0.4 △421 △4.7

営業利益 901 10.5 53 6.3 △409 △31.3

経常利益 954 11.1 72 8.2 △398 △29.4

四半期純利益 666 7.7 55 9.2 △274 △29.2
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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
(％)

対修正業績予想増減率
(％)

対前年同四半期増減率
(％)

素材・建設業 717 8.3 △2.7 4.9

製造業 1,643 19.1 16.1 △4.5

金融・保険業 3,758 43.6 △1.9 △4.9

電力・運輸業 1,011 11.8 △17.1 △24.9

情報・通信業 1,345 15.6 12.4 28.5

流通・サービス業 133 1.6 △22.5 △52.1

官公庁・その他 2 0.0 △49.4 △52.7

合計 8,612 100.0 0.4 △4.7

営業利益の修正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
修正業績予想との増減 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 6 0.1 △98 △1.1

外注比率の変動による増減額 2 0.0 26 0.3

社内開発分の原価率の変動による増減額 116 1.3 △149 △1.7

外注分の原価率の変動による増減額 △85 △1.0 △123 △1.4

販売費及び一般管理費の変動による増減額 14 0.2 △64 △0.7

営業利益の増減額合計 53 0.6 △409 △4.8

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

総資産は、前事業年度末より938百万円減少し、20,750百万円となりました。流動資産は、前事業年度末よ

り860百万円減少し、12,644百万円となりました。これは主として、配当金の支払による現金及び預金の減少

であります。

総負債は、前事業年度末より474百万円減少し、3,352百万円となりました。これは主として、消費税および

法人税等の納付によるものであります。

純資産は、前事業年度末より463百万円減少し、17,398百万円となりました。これは主として、配当金の支

払によるものであります。この結果、自己資本比率は83.0％と前事業年度末より1.4ポイント上昇いたしまし

た。
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② キャッシュ・フローの状況

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、731百万円減少し、当第２四半期

累計期間末の資金残高は9,983百万円となりました。

（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532百万円の増加(前年同四半期は1,817百万円の増加)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。

（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88百万円の増加(前年同四半期は178百万円の減少)となりました。この増加は、主

として投資有価証券の売却および保険積立金の解約等の資金増加要因が、保険積立金の積立による支出等の資

金減少要因を上回ったことによるものであります。

（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1,352百万円の減少(前年同四半期は915百万円の減少)となりました。この減少は、

主として配当金の支払によるものであります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年11月期の業績予想につきましては、2021年１月15日付「2020年11月期 決算短信〔日本基準〕」で開示し

た通期の業績予想を修正しておりませんが、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい取引先においては、案件の

着手または拡大時期が延伸される可能性があります。

これに対して当社は開発体制の機動的な組み換え等により、業績への影響を最小化するよう取り組んでまいりま

すが、今後、通期業績予想および翌期計画の修正の必要が生じる恐れがあり、その際には速やかに開示いたしま

す。
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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２四半期会計期間
(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,734,848 10,003,464

売掛金 1,609,669 1,393,912

仕掛品 1,028,939 1,057,850

前払費用 123,325 162,982

その他 13,280 30,456

貸倒引当金 △4,859 △4,216

流動資産合計 13,505,205 12,644,450

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 72,616 73,069

車両運搬具（純額） 2,985 2,161

工具、器具及び備品（純額） 7,849 6,407

リース資産（純額） 248,347 226,525

有形固定資産合計 331,798 308,164

無形固定資産

ソフトウエア 525,529 553,239

その他 7,119 7,119

無形固定資産合計 532,649 560,359

投資その他の資産

投資有価証券 3,894,835 3,885,840

関係会社株式 10,000 10,000

敷金 296,267 298,376

保険積立金 2,433,628 2,419,537

繰延税金資産 622,336 562,972

その他 62,752 61,408

貸倒引当金 △1,005 △1,005

投資その他の資産合計 7,318,815 7,237,130

固定資産合計 8,183,263 8,105,654

資産合計 21,688,468 20,750,104
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年11月30日)

当第２四半期会計期間
(2021年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 489,706 507,180

リース債務 92,266 92,611

未払金 1,557,878 1,249,873

未払法人税等 718,484 322,869

預り金 34,132 212,734

プログラム保証引当金 8,900 8,685

受注損失引当金 30,988 －

その他 12,133 79,820

流動負債合計 2,944,489 2,473,775

固定負債

リース債務 157,500 135,378

退職給付引当金 57,099 60,679

役員退職慰労引当金 606,001 619,913

資産除去債務 61,780 62,328

固定負債合計 882,381 878,300

負債合計 3,826,870 3,352,075

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 25,548

資本剰余金合計 2,121,698 2,143,880

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 4,732,534

利益剰余金合計 14,837,470 14,164,899

自己株式 △1,412,408 △1,326,827

株主資本合計 17,785,449 17,220,641

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △89,637 9,634

評価・換算差額等合計 △89,637 9,634

新株予約権 165,785 167,753

純資産合計 17,861,597 17,398,029

負債純資産合計 21,688,468 20,750,104
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年12月１日
　至 2020年５月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021年５月31日)

売上高 9,034,803 8,612,961

売上原価 6,909,570 6,833,517

売上総利益 2,125,232 1,779,443

販売費及び一般管理費 814,295 878,319

営業利益 1,310,937 901,124

営業外収益

受取利息 90 79

有価証券利息 24,668 26,797

投資有価証券売却益 － 10,526

保険配当金 19,745 19,257

その他 2,250 6,590

営業外収益合計 46,754 63,250

営業外費用

支払利息 1,201 1,466

投資有価証券売却損 － 1,091

保険解約損 － 6,704

株式交付費 236 288

自己株式取得費用 1,468 －

その他 1,945 68

営業外費用合計 4,850 9,620

経常利益 1,352,841 954,754

特別利益

新株予約権戻入益 1,948 1,610

特別利益合計 1,948 1,610

特別損失

固定資産除売却損 － 2,767

投資有価証券評価損 24,092 －

特別損失合計 24,092 2,767

税引前四半期純利益 1,330,697 953,597

法人税、住民税及び事業税 427,600 270,596

法人税等調整額 △37,270 16,947

法人税等合計 390,329 287,543

四半期純利益 940,367 666,053
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（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 2019年12月１日
　至 2020年５月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021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 1,330,697 953,597

減価償却費 87,526 101,244

株式報酬費用 21,133 17,768

受注損失引当金の増減額（△は減少） － △30,988

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,204 3,580

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,319 13,912

受取利息及び受取配当金 △44,504 △46,134

投資有価証券売却損益（△は益） － △9,434

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） 798,505 281,690

たな卸資産の増減額（△は増加） 37,638 △28,910

仕入債務の増減額（△は減少） △45,995 17,474

未払賞与の増減額（△は減少） 28,436 40,304

その他の資産の増減額（△は増加） △20,460 12,077

その他の負債の増減額（△は減少） 82,988 △174,502

その他 8,383 2,313

小計 2,314,555 1,153,993

利息及び配当金の受取額 44,511 44,207

利息の支払額 △1,201 △1,466

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △540,409 △664,145

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,817,457 532,589
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(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年12月１日
　至 2020年５月31日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年12月１日
　至 2021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 △10,000 △10,000

定期預金の払戻による収入 10,000 10,000

有形固定資産の取得による支出 － △3,384

無形固定資産の取得による支出 △95,987 △75,815

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 － 139,277

敷金の差入による支出 △1,435 △3,070

敷金の回収による収入 539 961

保険積立金の積立による支出 △79,047 △138,233

保険積立金の解約による収入 71,411 147,438

その他 27,039 21,719

投資活動によるキャッシュ・フロー △178,633 88,893

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 243,000 230,000

短期借入金の返済による支出 △243,000 △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 26,597 31,884

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △40,198 △50,240

配当金の支払額 △510,036 △1,334,511

財務活動によるキャッシュ・フロー △915,784 △1,352,866

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） 723,038 △731,383

現金及び現金同等物の期首残高 9,861,815 10,714,848

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,584,853 9,983,464
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（４）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２四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 720,593 0.0

製造業 1,560,644 6.4

金融・保険業 3,899,865 △7.4

電力・運輸業 1,198,007 △19.2

情報・通信業 1,221,823 26.8

流通・サービス業 97,451 △43.9

官公庁・その他 1,143 △68.1

合計 8,699,526 △3.6

(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２四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 585,165 △10.8 230,719 △13.8

製造業 1,324,449 △19.4 820,267 △10.2

金融・保険業 3,763,971 △1.0 2,145,645 3.4

電力・運輸業 1,072,245 △0.6 350,571 5.2

情報・通信業 1,529,493 46.6 608,457 19.6

流通・サービス業 146,413 △25.9 104,920 52.8

官公庁・その他 1,741 △60.7 869 △23.3

合計 8,423,480 △0.0 4,261,451 2.2

(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２四半期決算短信

－12－

③ 販売実績

当第２四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 717,714 4.9

製造業 1,643,939 △4.5

金融・保険業 3,758,647 △4.9

電力・運輸業 1,011,412 △24.9

情報・通信業 1,345,637 28.5

流通・サービス業 133,604 △52.1

官公庁・その他 2,006 △52.7

合計 8,612,961 △4.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　


