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1. ジャステックとは 会社概要・事業紹介 

・ ジャステックは、創業から 50 周年を迎えるソフトウェア版の「ものづくり」の会社で

す。創業は 1971 年 7 月。現在の従業員数は約 1,300 名。資本金は 22 億円です。当社は

11 月が決算期で、2019 年 11 月期の売上高が 171 億 3,300 万円です。本社は港区高輪、

仙台から福岡まで営業所があり、日本全国のお客様にソフトウェア開発を提供してい

ます。 

・ ソフトウェアには、家電量販店で販売しているものやスマホのアプリケーションなど

色々なものがあります。その中で我々は、大企業向けの基幹業務に関わるシステムの

一括請負をしています。基幹業務システムとはお客様企業のヒト・モノ・カネの管理

に関わる大規模なシステムのことを指します。 

我々の強みは、開発技術力では世界レベルであることと生産管理力に優れていること

です。世界レベルの開発技術力により、良質で低廉なソフトウェア製品をお客様に提

供。また、高い生産性により高利益率をキープしています。 

我々は独立系のソフトウェア会社で、大手傘下ではありません。経営陣も親会社にと

らわれることなく、是々非々の議論をし、企業運営ができるのも当社の強みの一つで

す。 

ソフトウェア開発専業企業として、具体的には、お客様のビジネス拡大や効率化に向

けて、我々からシステム提案をし、お客様と議論をした上で、開発プロジェクトを一

括で請け負います。そして開発したシステムを当社から納入するというサイクルを繰

り返しています。 

・ IT 業界の将来性を見てみると、情報サービス産業の従業員数は非常に早いスピードで

拡大しています。日本の各種産業の中でも、情報サービス産業は伸びが著しく、今後

も右肩上がりの傾向は続くものと思います。 

情報サービス産業の市場は、2018 年のデータで売上高が 24 兆円。その中で我々が関わ

るソフトウェア開発分野は約 60%を占めています。したがってソフトウェア開発の市

場規模は約 14 兆円となります。 

・ 当社は約 50 年前に創業しました。当時のシステム開発産業は、我々のような IT ベンダ

ーからお客様企業に社員を派遣して成り立っていました。今もその状況は大きく変わ

りません。しかしこの状況では、自社の社員をマネジメントするのがお客様企業とい

うことになり、エンジニアが自分自身で将来のキャリアパスを描くことができません。

これは大きな問題です。さらに、エンジニアがせっかく学んだ技術力やノウハウが会
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社には残りません。これを繰り返すと、いつまでもエンジニアの派遣を続けるだけで、

会社も産業自体もダメになってしまうのではないかと、危機感を覚えたメンバーによ

り創業したのがジャステックです。 

そのため当社では派遣ではなく、一括請負で仕事を引き受けています。その形で仕事

が成り立ち、顧客にも利があることを証明し、日本の IT 業界の手本になることを目指

して創業しました。このような熱い意気込みを持って生まれた会社なので、他社には

ないものがあると考えています。 

会社組織も非常にフラットで、社内持株制度を採用したり、一般の社員でも社長に意

見を言える社風があります。間違っていることは間違っている、正しいことは正しい

という議論を社内で行い、会社を成長させています。 

また、一技術分野一社の方針があります。これは、あるお客様と一つの技術分野の仕

事をした場合は、競合のお客様に対してまったく同じ分野の仕事はしないということ

です。投資家からも売上が伸び悩むのではないかと質問を受けますが、一つの産業分

野で一社ということではありません。一つの産業分野の中で複数の優良なお客様とお

付き合いしており、この方針により売上が頭打ちになることはないと考えています。 

そして主体性を大事にしています。人に言われてやるのではなく、自分で考え、アク

ションを起こすことが企業文化として息づいています。お客様に言われたから、上司

に言われたから、ではなく、何がお客様や会社にとっていいのかを是々非々で考え、

議論し、フラットな組織の中で意見を述べていくのが、当社の日常です。 

・ 創業時からの売上高推移を社会動向と合わせてみると、景気の影響を受けているのは

事実です。バブル経済崩壊時には売上が下がりましたが、そこから巻き返しを図り、

毎年 2 ケタ台の成長を続けました。2000 年頃の IT 不況でも、やや売上が落ちましたが、

また復調しました。大きな影響を受けたのが、2010 年前後のリーマンショック後です。

この時は 40%以上、売上がダウンしました。これは一部のお客様が IT への投資を激減

させたことや東日本大震災の混乱によるものです。この時の経験を教訓とし、お客様

のポートフォリオをさらに幅広くし、ビジネスが数社のお客様に依存しない体制に組

み替え、今後は同じようなことが起こらないように努めています。その後は右肩上が

りで伸びており、2019 年 11 月期の売上高が 171 億円まで達しています。 

・ 個人投資家の皆様には、ジャステックは投資対象として安心な企業であることを 3 つ

の理由からご紹介したいと思います。 

その 1 つは自己資本比率です。我々は 70%以上の自己資本比率を確保していれば、個

人投資家の皆様が安定して投資いただけるものと考えています。当社の自己資本比率

は、2019 年 11 月の有価証券報告書で 82%となっています。他社と比べて、我々の自己

資本比率は高く安定しているとご理解いただければ幸いです。 

・ 2 つ目として、当社は独立系企業として、幅広い産業分野に向けて、幅広い技術分野の

ソフトウェア開発を行っています。企業規模としては決して大きくはありませんが、
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どこかの会社の傘下ではなく、お客様と直接対応し、ソフトウェアを納入しています。 

30～40 年の長きに渡ってお付き合いがある会社も多いです。それは、「ジャステックは

技術力がある」とお客様からご評価いただいていることの証しです。また、我々も長

いお付き合いを通じて、お客様の業務に精通していきます。場合によっては、お客様

の若手の担当者様よりもシステム内容に精通していることもあります。そのため「ジ

ャステックがいないと困る」と考えていただいているお客様が、大手企業の中にも多

くあります。我々もその期待に沿うように、今後も仕事を続けたいと考えています。 

ソフトウェア開発を行う SIer には、我々のような独立系の他に、メーカー系やユーザ

ー系があります。メーカー系とは、PC メーカーから独立した IT 企業ですが、系列企業

のハードウェアを使うことが必須なので、幅広いお客様にあまねくソフトウェアを提

供することが難しくなります。ユーザー系とは、一般企業から独立した金融や電力会

社などの子会社の IT 企業ですが、親会社業界の業務に関連したソフトウェア開発が中

心です。この場合はポートフォリオを自由に動かせません。我々は独立系なので、親

会社がなく、製品や業界の縛りがなく、幅広いお客様に開発業務を提供することがで

きます。その点で自由度が非常に高いといえます。 

・ 3 つ目として、技術会社としての強みがあります。その 1 つはソフトウェアの生産管理

に長けていること、もう 1 つは、お客様の幅が広いため、得意な技術分野も非常に広

いことです。 

生産管理については、我々独自の生産管理の考え方があり、それに基づいた生産管理

システム「ACTUM(アクタム)」を構築・運用しています。 

例えばハードウェアの場合は実物があるので、どんな物がどのくらいの時間を使い、

どれだけできているかが、目に見えてわかります。しかしソフトウェアでは、なかな

かそういったものが見えにくい。そこで我々はソフトウェアの生産状況を見える化し、

きちっと計測し、予実を管理。計画に合わない場合は、定量的なパラメータから分析

しています。 

我々が一括請負でソフトウェア開発を進めるために、これらの管理は重要なポイント

です。一括請負とは IT 企業内部で開発業務を行うことで、お客様の予算に対し、業務

内で工夫ができれば、コストが下がり、利益率が上がります。しかし失敗すると、利

益率は下がります。我々の高利益率を維持するためには、生産管理システム「ACTUM」

が生命線になります。我々は「ACTUM」を活用し、さらなる生産性の向上に結び付け

たいと考えています。 

・ 世界的にも我々の生産管理の仕組みは認められています。それが CMMI®です。これは

アメリカの国防総省がソフトウェア開発を IT 企業に委託する時、委託先の能力度を測

るために制定した指針です。レベル 5 が最高位です。これが示しているのは、その会

社がきちんとした生産管理を行い、高品質かつ低廉なソフトウェアを継続して生産で

きる力です。 
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我々は CMMI®のレベル 5 を 2003 年に全社で取得。これは日本初のことです。現在も

国内の取得企業は 7 社のみ。その内、全社対象で取得しているのは、当社ともう 1 社

程度です。したがって当社の生産管理の仕組みは、お客様にも国際的にも認められて

いることをご理解ください。 

・ 当社は幅広いお客様とさまざまな技術分野で仕事をしています。その一例として、皆

様の生活と身近なものでは、道路渋滞情報等の VICS や一部の高速道路の ETC システ

ムなど。ビルの電力需給予測や空調、防犯等のビル管理システムにも長年携わってい

ます。AI を用いた将来電力需給予測なども提案しており、新しい技術についても鋭意、

蓄積し、お客様に積極的に提案しています。 

金融保険業では、オンライントレードのシステムやネットバンキング、企業年金、生

命保険のシステムにも関わっています。皆様の生活の中のさまざまなサービスの IT 部

分に我々はかなり関係しています。製造業では、産業用ロボットのドローンによる制

御や 5G の通信網の基地局制御など。それ以外でも、選挙速報や旅行・ホテル予約、航

空券の座席予約など。航空券の座席予約に関してはかなりのノウハウがあり、大手航

空会社のシステムも我々がお引き受けしています。それから宅配便の効率化に関わる

システムも担当しています。これらは B to B の関係で、細かい内容までお話できませ

んが、かいつまんでお話するだけでも、皆様の日々の生活を下から支えるシステムを

かなり作っているのが当社です。 

・ 会社としての資産は、優良なお客様のポートフォリオや蓄積された技術などがありま

すが、その元となっているのは、人材です。是々非々で議論ができる優秀なエンジニ

アが数多く在籍しているのが、ジャステックの原動力です。人が会社の命であり、人

を大事に育て、人を大事な資産として考えています。 

2020 年 4 月には 137 名の新卒を採用。全社が 1,300 名の規模なので、かなりの勢いで

採用活動を行っています。中途社員も 20 名を採用し、合計 157 名の体制強化を図って

います。 

我々は IT 産業をいい方向に変えていきたいという理念で事業活動しています。採用に

おいても、その理念に共鳴する人材を探しています。就活の学生には、派遣ではなく

一括請負で、きちんとした生産管理をし、幅広い技術分野に取り組み、人を育ててい

く。かつ IT 産業の中でお手本となることを目指していることを訴えかけ、その思いに

共鳴してくれたのが、137 名の新卒社員です。具体的な採用活動としては、インターン

開催、座談会、説明会、採用管理システムの活用、個別面接、最終面接で、その中で

当社の理念を常に発しています。 

 

2. 業績見通し 2020 年業績予想  
・ 当社は 11 月が期末です。2019 年 11 月期は、売上高 171 億円、経常利益 22 億円で、計

画に対する増減率は売上高が＋0.8%、経常利益が＋6.8%で着地しました。2020 年 11
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月期は、2020 年 9 月 29 日に業績の修正予想を発表しました。修正後の数字で、売上高

は 174 億円、経常利益は 22 億 1,700 万円です。前期に比べると増収増益です。しかし

今年 1 月に発表した予算に対しては、売上高で約 5%ダウンしています。これは新型コ

ロナウイルスの影響で、一部のお客様のプロジェクトが延伸されたことによるもので

す。我々は幅広いお客様と仕事をしているので、新型コロナウイルスの影響を受けな

いお客様から追加の受注をいただき、プロジェクトの社員を配置し直すことで、売上

ダウンをセーブしています。しかしそれでも 5%くらいは低下すると見越して、売上高

の目標を 174 億円としています。ただ、2019 年 11 月期に比べて、右肩上がりの基調は

続いています。 

・ 2020 年 11 月期の 4 半期ごとの業績推移を見ると、毎期徐々に積み上がり、計画値に到

達する見込みです。通期発表は来年 1 月を予定しています。 

 

3. 成長戦略 2020～2022 年 中期経営計画  
・ 挑戦課題として、5 つの課題を挙げています。まず、「他社を凌駕するソフトウェア開

発生産性の実現」。当社の経常利益率は業界内では非常に高い水準にあります。ここ数

年は 13%程度で推移し、競合他社の倍くらいあります。しかしそれでいい、というこ

とではなく、前述の ACTUM や CMMI®の取り組みをさらに精錬し、生産性を上げるこ

とで、利益率を常に改善させていきたいと考えています。 

それから「新規顧客産業分野への参入」。当社は非常に幅広い産業分野のお客様とお付

き合いがありますが、50 年経っても入り切れていない産業はまだあります。化学や鉄

道分野など、かつ、IT が非常に役立つ産業分野です。これ以外の産業分野に対しても

リストアップし、参入していかなくてはならないと考えています。 

「新技術分野への参入」として、AI をはじめ、どんどん新しい技術が出てきます。言

葉が流行って終わってしまう技術もあれば、ちゃんと生き残り、価値を生む技術もあ

ります。我々はこれらを見極めて参入していかねば、と思います。AI や IoT、RPA な

どの技術研究提案のワーキンググループを社内で結成し、常に研究活動しています。 

「上流業務へのサービス拡大」について、我々はシステム開発については世界有数の

ノウハウを有していると自負していますが、さらに上流のシステム企画に参入する余

地があると考えています。我々がシステムを企画し、開発は外部に発注する仕事も、

どんどん広げたいと考えています。 

最後に「グローバリゼーション」です。これは海外の協業企業の開拓です。海外にも

独自のユニークな要素技術を持った会社は数多くあり、当社も 3 年前に売却しました

が、フランスの類似画像検索技術関連の会社を子会社にしていました。このような会

社を、協業の形で戦略的な提携をどんどん広げ、新しい技術分野にも参入していかね

ばならないと考えています。 

これらの課題と対応施策を元にした中期経営計画として、①定量管理の推進、②顧客
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ポートフォリオのさらなる拡充、③新技術分野への参入、④知識集約型企業として、

開発知識の社内横展開を掲げ、今後も成長していきたいと考えています。 

・ 2002 年からの業績推移を見ると、リーマンショックの頃に一旦大きく落ちていますが、

また回復しています。近年は横ばいに見えますか、今後はさらに利益率を伸ばしてい

きたいと考えています。 

・ 取引先を市場別に見ると、今のところ金融・保険分野のお客様がプロジェクトのサイ

ズが大きいため、売上高も多いです。しかし、私が社長に就任した頃は 5～6 割もあり、

46%という現況は、製造業等、他のポートフォリオのお客様にも売上が拡大しているこ

とを示しています。我々の努力が実っている成果です。 

・ 株主数は 2015 年 11 月期をピークに減少傾向にあります。昨今、機関投資家の株式取得

が増えているので、総株主数は減っています。また、今年 3～7 月に自社株買いを実施

し、40 万 9,500 株を取得しました。 

大株主の神山茂は創業者。有限会社サスヤマは創業者が保有する会社です。ホールデ

ィングカンパニー的な位置づけです。 

・ 株価の推移では、上昇基調にあり、10 月 21 日の終値で 1,500 円を超えています。時価

総額も 270 億円を超えました。来年 2 月に予定している配当は、創立 50 周年の記念配

当として、通常配当の 30 円に 50 円をプラスして、1 株 80 円としています。配当利回

りは 5%となります。 

 

4. 質疑応答 
Q1. 一括請負で主体性を持ち、品質や開発力も優れており、大手企業の基幹系を担当して

いるのに、売上高 170 億円は少なすぎるのではないでしょうか。AI や IoT など、新規

事業を進めて、成長軸を持つべきではないでしょうか。 

A1. 激励のお言葉、ありがとうございます。確かにまだまだ売上を伸ばす余地はあると思

います。ご指摘の通り、AI や IoT、RPA などの新しい技術分野は積極的に売上を伸ば

したい分野です。人材も育成が順調に進んでいます。売上を伸ばすには、生産性を向

上させることと、優秀な人材の採用にかかっています。人材採用は売上に直接響いて

くるので、新卒採用・中途採用に尽力しています。また、優秀な協力会社も開拓して

います。我々は他社とは異なり、協力会社に丸投げはしていません。そのため、社員

と協力会社の割合は、10 対 7 くらいで、かなり少なめになっています。新規の協力会

社を増強することで、売上も鋭意努力するつもりです。 

 

Q2. クラウドが広がっていますが、御社のクラウドの取り組みをご紹介ください。 

A2. クラウドは非常に面白い技術です。大きなサーバの中で情報を共有し、IT システムを

作ることができます。しかし我々は、クラウドの箱であるクラウドセンターを作る会

社にはなりたくないと考えています。クラウドセンターは、いわばアパート経営のよ
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うなもので、アパートを建て、人にテナント貸ししてお金を稼ぐビジネスモデルです。

しかしそれでは、人を大事にし、高い技術力を大事にする我々の姿勢とは、外れるよ

うに思います。そこで当社のクラウドの取り組みですが、既存のクラウドを利用し、

お客様にシステム開発サービスを展開していきます。具体的にはアマゾンなどのクラ

ウドを使い、お客様にどんな価値提供ができるかということで、クラウドを我々の一

つのビジネスチャンスととらえ、開発業務を増やしていこうと考えています。 

 

Q3. 御社の取引先に官公庁や自治体も含まれますか。 

A3. 自治体は、ほぼないです。官公庁はあります。我々が直接入っているのではなく、他

社と協業で参入しています。今はまだ少ないのですが、今後はこのようなチャネルを

使い、サービス提供していきたいと考えています。 

 

Q4. 御社が取引先に販売するソフトウェアは、一度に売り切りですか。それともサブスク

リプションのような月額課金の形態ですか。 

A4. 基本的には売り切りのソフトウェアです。一旦、巨大なシステムを納入し、代金をい

ただいています。ただ、そこで終わりではなく、システムの保守やバージョンアップ

の仕事がずっと続きます。そういう意味では継続性のある仕事なので、ご安心くださ

い。 

サブスクリプションのようなサービスも興味はありますが、現段階で即座に取り組む

計画はありません。 

 

以上 


