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(1) 2019年12⽉期 第１四半期連結業績

（単位：百万円）

2019年12⽉期
第1四半期累計

前年同期との⽐較

前年同期 増減額 増減率(%)

売上⾼ 23,035 21,217 +1,818 +8.6

売上総利益 7,641 7,140 +501 +7.0

売上総利益率 33.2% 33.7% ▲0.5p －

販売費及び⼀般管理費 5,082 4,922 +160 +3.3

営業利益 2,558 2,217 +341 +15.4

営業利益率 11.1％ 10.4％ +0.7p －

経常利益 2,567 2,242 +325 +14.5

親会社株主に帰属する 四半期純利益 1,743 1,538 +205 +13.3

【売上⾼】 ⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ、ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝおよびｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITが好調に推移し、増収
【営業利益】 販売費及び⼀般管理費が増加したものの、増収効果により増益
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(2) 営業利益の増減要因

2018年12⽉期
第1四半期累計

(単位：億円)

営業利益
25.5

営業利益
22.1

主に販売促進費の
増加

売上総利益率が
33.7％→33.2％に低下

増収効果

＋6.1

2019年12⽉期
第1四半期累計

前年同期⽐
＋3.4

受託ｼｽﾃﾑ開発を中⼼とした
売総率低下の影響 ▲1.1

販管費増 ▲1.6
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(3) 事業セグメント別売上⾼および営業利益
（単位：百万円）

事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ 2019年度
1Q累計

前年同期との⽐較
概況

増減額 増減率(%)

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 5,778 ＋830 +16.8
政府系⾦融機関ならびに事業会社向けのｼｽ
ﾃﾑ開発が拡⼤し、増収増益営業利益 422 ＋86 +25.6

% 7.3 +0.5p -

ﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 4,489 ＋581 +14.9
「POSITIVE」「STRAVIS」等が堅調に推
移したことに加え、ERP分野のｿﾌﾄｳｪｱ商品販
売が拡⼤し、増収増益

営業利益 507 ＋317 +166.8

% 11.3 +6.4p -

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ
※ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｿﾘｭ
ｰｼｮﾝより改称

売上⾼ 7,667 ▲11 ▲0.1 「NX」等が減少した⼀⽅で、⾃動⾞業界向け
に、「iQUAVIS」やｽﾏｰﾄﾌｧｸﾄﾘｰ領域のｿﾌﾄｳｪ
ｱ商品が堅調に推移し、前期並み。利益につ
いては、⼈員増により⼈件費が増加し、減益

営業利益 940 ▲91 ▲8.8

% 12.3 ▲1.1p -

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT

売上⾼ 5,099 ＋417 +8.9 電通ｸﾞﾙｰﾌﾟの基幹ｼｽﾃﾑ領域におけるｼｽﾃﾑ開
発の拡⼤に加え、電通ｸﾞﾙｰﾌﾟとの協業による
ﾋﾞｼﾞﾈｽが公共向けを中⼼に堅調に推移し、
増収増益

営業利益 688 ＋30 +4.6

% 13.5 ▲0.6p -
※ POSITIVE・・・⼈事管理ｿﾘｭー ｼｮﾝ STRAVIS・・・連結会計ｿﾘｭー ｼｮﾝ NX・・・3次元CAD iQUAVIS・・・構想設計ｿﾘｭー ｼｮﾝ
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(4) サービス品⽬別 売上⾼
（単位：百万円）

ｻｰﾋﾞｽ品⽬ 2019年度
1Q累計

前年同期との⽐較
概況

増減額 増減率(%)

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 2,025 +145 +7.7 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITｾｸﾞﾒﾝﾄが拡⼤

受託ｼｽﾃﾑ開発 6,131 +1,139 +22.8 ⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝおよびｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITｾｸﾞﾒﾝﾄが拡⼤

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 3,709 ▲95 ▲2.5
「POSITIVE」「STRAVIS」「iQUAVIS」が拡⼤し
たものの、「iPLAss」「Business SPECTRE」が
減少

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 7,070 +400 +6.0 Salesforce関連、ERP分野が拡⼤

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ
・運⽤保守ｻｰﾋﾞｽ 2,185 +49 +2.3 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｾｸﾞﾒﾝﾄが堅調に推移

情報機器販売・その他 1,914 +181 +10.4 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITｾｸﾞﾒﾝﾄが拡⼤

※iPLAss・・・ﾏー ｹﾃｨﾝｸ゙ ･ﾌ゚ ﾗｯﾄﾌｫー ﾑ Business SPECTRE・・・SAPﾃ゙ ﾀー連携ﾌﾚー ﾑﾜー ｸ
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(5) 連結貸借対照表
（単位：百万円）

2019年
３⽉31⽇

2018年
12⽉31⽇ 増減 主な増減要因

流動資産 63,017 64,668 ▲1,651 前渡⾦の増加（+1,433）、売上債権の減少（▲2,249）、
預け⾦の減少（▲1,396）

固定資産 17,003 15,604 ＋1,399 関係会社株式の増加（+780）、繰延税⾦資産の増加（＋314）、
投資有価証券の増加（＋125）、無形ﾘｰｽ資産の増加（＋107）

資産合計 80,021 80,273 ▲252

流動負債 25,582 26,551 ▲969 未払法⼈税等の減少（▲1,246）、未払消費税等の減少（▲632）

固定負債 2,846 2,755 ＋91 資産除去債務の増加（＋72）

負債合計 28,428 29,307 ▲879

純資産合計 51,592 50,966 ＋626 利益剰余⾦の増加（＋603）

負債純資産合計 80,021 80,273 ▲252
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(6) 受注⾼・受注残⾼
（単位：百万円）

受注⾼ 受注残⾼

2019年度
1Q累計

前年同期⽐
増減率(%)

2019年度
1Q累計

前年同期⽐
増減率(%)

事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別
内訳

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ 5,284 ＋0.8 11,068 ＋100.9

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 6,065 ＋48.0 7,173 ＋16.0

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ 10,316 ＋2.0 12,867 ＋18.3

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT 7,999 ＋15.9 6,948 ＋3.7

ｻｰﾋﾞｽ品⽬別
内訳

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 1,670 ▲1.5 546 ＋41.8

受託ｼｽﾃﾑ開発 5,598 ▲14.9 9,345 ＋66.6

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 5,513 ＋47.9 6,399 ＋22.8

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 10,139 ＋12.0 14,172 ＋22.4

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ･運⽤保守 4,678 ＋48.0 3,981 ＋14.0

情報機器販売・その他 2,064 ▲3.6 3,611 ＋20.7

合計 29,666 ＋12.6 38,057 ＋30.0

業績予想業績予想
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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。
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2019年2⽉8⽇に発表した予想より変更はありません。

（単位：百万円） （単位：百万円）

通期
前期との⽐較

上期
前年同期との⽐較

前期 増減額 増減率(%) 前年同期 増減額 増減率(%)

売上⾼ 93,000 91,024 +1,976 +2.2 46,264 43,086 +3,178 +7.4

営業利益 8,500 8,239 ＋261 ＋3.2 3,960 3,801 +159 +4.2

営業利益率 9.1% 9.1% － － 8.6% 8.8% ▲0.2p －

経常利益 8,408 8,197 ＋211 ＋2.6 3,930 3,860 +70 +1.8

親会社株主に帰属する
当期純利益 5,683 5,187 +496 +9.6 2,678 2,641 +37 +1.4

2019年12⽉期 業績予想

10

（単位：百万円） （単位：百万円）

通期
前期との⽐較

上期
前年同期との⽐較

前期 増減額 増減率(%) 前年同期 増減額 増減率(%)

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ 23,790 23,242 ＋548 +2.4 11,695 10,599 ＋1,096 +10.3

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 17,630 16,810 ＋820 +4.9 8,802 7,933 ＋869 +11.0

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ 30,648 29,252 ＋1,396 +4.8 15,218 14,579 ＋639 +4.4

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT 20,833 21,718 ▲885 ▲4.1 10,547 9,974 ＋573 +5.7

合計 93,000 91,024 +1,976 +2.2 46,264 43,086 +3,178 +7.4

2019年12⽉期 業績予想（事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別）
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（単位：百万円） （単位：百万円）

通期
前期との⽐較

上期
前年同期との⽐較

前期 増減額 増減率(%) 前年同期 増減額 増減率(%)

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 6,333 6,818 ▲485 ▲7.1 3,178 3,220 ▲42 ▲1.3

受託ｼｽﾃﾑ開発 25,269 24,188 +1,081 +4.5 12,276 10,848 +1,428 +13.2

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 15,763 15,070 +693 +4.6 7,599 7,557 +42 +0.6

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 29,189 27,261 +1,928 +7.1 14,682 13,404 +1,278 +9.5

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・
運⽤保守ｻｰﾋﾞｽ 8,945 9,555 ▲610 ▲6.4 4,488 4,358 +130 +3.0

情報機器・その他 7,498 8,130 ▲632 ▲7.8 4,039 3,697 +342 +9.3

合計 93,000 91,024 +1,976 +2.2 46,264 43,086 +3,178 +7.4

2019年12⽉期 業績予想（ｻｰﾋﾞｽ品⽬別）

主要ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ ＜2019年２⽉〜2019年４⽉＞
⾦融ソリューションセグメント

2/14 Amazon ConnectとSalesforce Service Cloudを活⽤した
⾦融機関向けフルクラウド型コンタクトセンターソリューションの提供を開始

2/27 ディープラーニングを⽤いた⾃然⾔語処理技術のStudio Ousiaと資本・業務提携
3/8 グローバルFinTechピッチコンテスト「FIBC2019」の⼤賞が決定
4/17 インドネシアのIT企業買収により現地⾦融機関向け事業を拡⼤

ビジネスソリューションセグメント
2/28 SAP S/4HANAで東急リバブルの会計システムを刷新

製造ソリューションセグメント
3/26 FAプロダクツとスマートファクトリー分野で資本･業務提携
4/11 デジタルビジネス創出に向けた⼈材育成プログラムを提供開始

コミュニケーションITセグメント
3/5 RPA導⼊効果を可視化するツール「RPA Conductor」を販売開始
4/12 「LINE WORKSサービスパートナープログラム」の認定を取得

オープンイノベーションラボ・他
3/20 最先端エッジAI技術を活⽤した⽜の⾏動観察システムを共同開発
4/24 消費の未来を変える、世界初の「エシカル消費」実証実験をフランスで実施
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