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2015年度における変更点

 決算期変更にともない、2015年度は4⽉1⽇〜12⽉31⽇までの9ヶ⽉決算

 事業セグメントを3セグメントから4セグメントに変更

2015年
4⽉ 7⽉ 10⽉6⽉末 9⽉末 12⽉末

第１四半期決算 第２四半期決算

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT

(旧)３セグメント
⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT

(新)４セグメント

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ

本決算



【売上】 全ｾｸﾞﾒﾝﾄ好調に推移し、増収
【利益】 受注損失⾦の新規引当、円安による原価増、販管費の増加はあるものの、

増収効果に加え、ｺﾝｻﾙやｿﾌﾄｳｪｱ製商品を中⼼とした売上総利益率の改善
により、営業利益/経常利益/親会社株主に帰属する四半期純利益いずれも
改善

(1)2015年12⽉期 第1四半期連結業績
単位：百万円

2015年12⽉期
第1四半期

前年同期との⽐較
前年同期 増減額 増減率

売上⾼ 15,704 14,161 +1,543 +10.9%

売上総利益 3,970 3,216 +754 +23.4%

売上総利益率 25.3% 22.7% +2.6pts －

販売費及び⼀般管理費 4,707 4,400 +307 +7.0%

営業利益 ▲736 ▲1,183 +447 －

営業利益率 ▲4.7% ▲8.4% +3.7pts －

経常利益 ▲581 ▲1,140 +559 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 ▲416 ▲777 +361 －
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(2)営業利益の増減要因 【前年同期⽐】
2015年3⽉期

第1四半期

(単位：億円)

増収効果
+3.5

2015年12⽉期
第1四半期
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販管費増
▲3.1

円安影響
▲1.6

営業利益
▲7.3

営業利益
▲11.8

4-6⽉の原価計上ﾚｰﾄ
FY14：101.5円/$
FY15：115.2円/$

ｺﾝｻﾙ、ｿﾌﾄｳｪｱ製品・
商品を中⼼とした
売総率改善効果

＋11.1

受注損失引当
▲5.4

前年同期⽐
＋4.5億円

改善



(3)事業セグメント別 連結売上⾼

⾦融 ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸなど⼤⼿⾦融機関向けの受託ｼｽﾃﾑ開発が拡⼤
ﾋﾞｼﾞﾈｽ 連結会計ｿﾘｭｰｼｮﾝ「STRAVIS」、⼈事管理ｿﾘｭｰｼｮﾝ「POSITIVE」ならびに

経営管理ｿﾘｭｰｼｮﾝ「Hyperion」を中⼼にｿﾌﾄｳｪｱ製品・商品が拡⼤
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ MBD導⼊⽀援のｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞに加え、製品ﾗｲﾌｻｲｸﾙ管理ｿﾘｭｰｼｮﾝ

「Teamcenter」を中⼼にｿﾌﾄｳｪｱ商品が拡⼤
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT 電通との協業の拡⼤に加え、電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ向けｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽが拡⼤

単位：百万円

事業セグメント 2015年12⽉期
第1四半期

前年同期との⽐較
前年同期 増減額 増減率

⾦融ソリューション 5,019 4,496 ＋523 +11.6%

ビジネスソリューション 3,203 2,790 ＋413 +14.8%

エンジニアリングソリューション 4,075 3,704 ＋371 +10.0%

コミュニケーションIT 3,405 3,169 ＋236 +7.4%

合計 15,704 14,161 ＋1,543 +10.9%
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MBD…ﾓﾃﾞﾙﾍﾞｰｽ開発。⾃動⾞業界をはじめ製造業で導⼊が進む⾰新的なものづくり⼿法。

(4)サービス品⽬別 連結売上⾼

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 製造業のMBD導⼊⽀援を中⼼に拡⼤
受託ｼｽﾃﾑ開発 ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸなど⼤⼿⾦融機関向けが拡⼤
ｿﾌﾄｳｪｱ製品 「STRAVIS」 、「POSITIVE」、構想設計ｿﾘｭｰｼｮﾝ 「iQUAVIS」等

が拡⼤
ｿﾌﾄｳｪｱ商品 「Teamcenter」、「Hyperion」等が拡⼤
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・運⽤保守 電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ向けが拡⼤
情報機器販売・その他 全てのｾｸﾞﾒﾝﾄにおいてほぼ前年同期並みに推移
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単位：百万円

サービス品⽬ 2015年12⽉期
第1四半期

前年同期との⽐較
前年同期 増減額 増減率

コンサルティングサービス 459 355 +104 +29.3%
受託システム開発 4,755 4,195 +560 +13.3%
ソフトウェア製品 2,538 2,420 +118 +4.9%
ソフトウェア商品 4,990 4,372 +618 +14.1%
アウトソーシング・運⽤保守サービス 1,590 1,408 +182 +12.9%
情報機器販売・その他 1,370 1,409 ▲39 ▲2.8%
合計 15,704 14,161 +1,543 +10.9%



(5)連結貸借対照表
単位：百万円

2015年
6⽉30⽇

2015年
3⽉31⽇

前期末
からの増減 前期末からの増減の主な要因

流動資産 44,292 46,699 ▲2,407
売上債権の減少(▲5,220)、預け⾦の減
少(▲875)、前渡⾦の増加(＋1,895)、
たな卸資産の増加(＋1,632)

固定資産 15,222 15,629 ▲407 ソフトウェアの減少(▲222)、投資有価証
券の減少(▲164)

資産合計 59,514 62,328 ▲2,814

流動負債 17,709 19,481 ▲1,772
仕⼊債務の減少(▲2,232)、未払法⼈税
等の減少(▲1,820)、未払消費税等の減
少(▲1,047)、前受⾦の増加(＋3,013)

固定負債 2,271 2,347 ▲76

負債合計 19,981 21,829 ▲1,848

純資産合計 39,533 40,499 ▲965
親会社株主に帰属する四半期純損失の計
上および剰余⾦の配当による利益剰余⾦
の減少(▲872)

負債純資産合計 59,514 62,328 ▲2,814
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(6)受注・受注残
単位：百万円

受注⾼ 受注残⾼

2015年12⽉期
第1四半期 前年同期⽐ 2015年12⽉期

第1四半期末 前年同期⽐

合計 10,707 ▲16.3% 10,113 ▲15.8%

事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別
内訳

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ 4,428 ＋3.7% 3,337 ▲14.3%

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 1,988 ▲55.2% 2,780 ▲36.8%

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ 1,091 ＋19.1% 809 ＋4.8%

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT 3,198 ＋1.0% 3,185 ＋8.3%

ｻｰﾋﾞｽ品⽬別
内訳

受託ｼｽﾃﾑ開発 6,452 ▲18.9% 5,542 ▲21.9%

ｿﾌﾄｳｪｱ製品ｱﾄﾞｵﾝ開発 2,040 ▲30.0% 2,710 ▲11.5%

ｿﾌﾄｳｪｱ商品ｱﾄﾞｵﾝ開発 2,214 ＋15.6% 1,860 ＋0.5%

受注・受注残は、当社のｻｰﾋﾞｽ品⽬のうち、受託ｼｽﾃﾑ開発、ｿﾌﾄｳｪｱ製品およびｿﾌﾄｳｪｱ商品のｱﾄﾞｵﾝ開発のみが対象です。
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ、ｿﾌﾄｳｪｱ製品・商品のﾗｲｾﾝｽ、ﾗｲｾﾝｽ保守、ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・運⽤保守ｻｰﾋﾞｽ、情報機器等は含まれておりません。
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業績予想
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注） この資料に記載しております業績の予想数値は、業界の動向、顧客の状況、その
他現時点で⼊⼿可能な情報による判断及び仮定により算出した⾒通しであり、
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、予想に内在する
不確定要因や内外の状況変化等により、実際の業績は当該予想とは異なる場
合がありますのでご承知おきください。

◆ 2015年12⽉期 連結業績予想
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 上期および通期の業績予想について、2015年5⽉12⽇に発表した予想から修正はあ
りません。

（百万円） （百万円）

上期
（4-9⽉）

前期との⽐較 通期
（4-12⽉）

前期との⽐較

前期実績 増減額 増減率 前期実績
(4-12⽉） 増減額 増減率

売上⾼ 36,787 35,823 ＋964 ＋2.7% 54,714 53,795 +919 +1.7%

営業利益 1,045 872 ＋173 ＋19.8% 1,265 1,073 +192 +17.9%

営業利益率 2.8％ 2.4％ ＋0.4p － 2.3% 2.0% +0.3p －

経常利益 1,107 981 ＋126 ＋12.8% 1,370 1,266 ＋104 ＋8.2%

親会社株主に帰属
する当期純利益 686 534 ＋152 ＋28.5% 846 674 +172 +25.5%



◆ 事業セグメント別 連結売上⾼予想
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（百万円） （百万円）

上期
（4-9⽉）

前期との⽐較

通期
（4-12⽉）

前期との⽐較

前期実績 増減額 増減率 前期実績
(4-12⽉） 増減額 増減率

⾦融ｿﾘｭー ｼｮﾝ 11,496 10,738  ＋758 ＋7.1% 17,895 17,281  +614 +3.6%

ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽｿﾘｭー ｼｮﾝ 6,567 6,896 ▲329 ▲4.8% 10,155 10,578 ▲423 ▲4.0%

ｴﾝｼ゙ ﾆｱﾘﾝｸ゙ ｿﾘｭー ｼｮﾝ 10,656 9,934 +722 +7.3% 14,852 14,079 +773 +5.5%

ｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝIT 8,067 8,254 ▲187 ▲2.3% 11,811 11,855 ▲44 ▲0.4%

合計 36,787 35,823 ＋964 ＋2.7% 54,714 53,795 +919 +1.7%

◆ サービス品⽬別 連結売上⾼予想
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（百万円） （百万円）

上期
（4-9⽉）

前期との⽐較 通期
（4-12⽉）

前期との⽐較

前期実績 増減額 増減率 前期実績
(4-12⽉） 増減額 増減率

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 1,765 1,633 ＋132 ＋8.1% 2,440 2,242 ＋198 ＋8.8%

受託ｼｽﾃﾑ開発 11,556 10,669 ＋887 ＋8.3% 17,789 15,935 ＋1,854 ＋11.6%

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 6,348 5,750 ＋598 ＋10.4% 9,530 9,298 ＋232 ＋2.5%

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 11,189 10,610 ＋579 ＋5.5% 16,069 15,349 ＋720 ＋4.7%

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・
運⽤保守ｻｰﾋﾞｽ 2,956 3,509 ▲553 ▲15.8% 4,686 5,287 ▲601 ▲11.4%

情報機器・その他 2,972 3,649 ▲677 ▲18.6% 4,196 5,681 ▲1,485 ▲26.1%

合計 36,787 35,823 ＋964 ＋2.7% 54,714 53,795 +919 +1.7%



主要プレスリリース ＜2015年4⽉〜2015年7⽉＞
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⾦融ソリューションセグメント
6/12 地銀協の信⽤リスク情報分析ツール「CRITS® Discover」を構築

ビジネスソリューションセグメント
4/15 ISIDとISIDBC、マイナンバー制度対応ソリューションの提供を開始
5/12 会計業務クラウドサービスがクラウドセキュリティ監査の認定取得

コミュニケーションＩＴセグメント
6/10 J1リーグ ヴィッセル神⼾の試合で英語実況解説をリアルタイム配信

経営その他
4/16 新興国での社員貢献を通じたグローバル⼈材育成プログラムを導⼊


