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◆4 期連続増収増益 

昨年 6 月 18 日に東証 JASDAQ に上場し、約 8 カ月経過した。この間、世界情勢は大きく変化し、日本経済もそ

の影響を大きく受けている。このような状況のもと、当社グループでは中期ビジネス展開として、幅広い事業領域

で安定的な取引を目指す「事業基盤」の強化と、自社商品を軸とした新しい価値を提供する「成長要素」の確立と

いう 2 軸の事業戦略を推進している。初年度である 2016 年 6 月期は、この事業戦略の整備期間と位置付けてい

る。上半期決算は、4 期連続の増収増益となったが、これに慢心せず、環境の変化にいち早く対応し上場企業とし

てさらなる上のステージを目指す。 

 

◆2016 年 6 月期第 2 四半期決算概要 

常務取締役 市川 聡 

当 2016 年 6 月期上期は、売上高 46 億 7 百万円（前年同期比 13.3％増）、通期達成率 52.3％、営業利益 2 億

94百万円（同 20.1％増）、同 66.3％、営業利益率 6.4％（同 0.4％増）と、4期連続で売上、利益とも過去最高を更新

し、増収増益となった。 

営業利益の増減要因（前年同期比）は、売上増に伴う利益増が 1 億 43 百万円である。販管費の主な内訳は、

労務費 38 百万円増、支払手数料 15 百万円増、租税公課 7 百万円増、旅費交通費 6 百万円増、研究開発費 6

百万円増、その他費用 18 百万円増である。 

当社のセグメント別売上構成比率は、ビジネスソリューション事業が約 6 割、エンベデッドソリューション事業約 3

割、コンピュータ販売事業約 1 割弱、自社商品事業は 2％程度である。 

セグメント別上期売上高は、ビジネスソリューション事業は金融系業務システム開発事業および運用サポート事

業が堅調に推移し、前年同期比11.2％増となった。エンベデッドソリューション事業は、車載系の組み込み開発・検

証事業が案件数・金額とも順調に伸長し、同 15.2％増となった。コンピュータ販売事業は、リプレース販売および重

ね売りが好調に推移し、同 9％増となった。自社商品事業は、ウェブアルゴス・ゾブロス・CMS が急伸し、同 87.8％

増という結果である。 

 

◆中期目標と 2016 年 6 月期の見通し 

中期ビジネス展開については、まず、事業基盤となる幅広い事業領域での安定的な取引を堅実に伸ばす。次に

成長要素として、自社商品を軸とした新しい価値の提供で会社を大きく成長させるという 2 軸の事業推進に注力す

る。当期を整備の年と位置付け、事業基盤の整備では、成長が見込まれる領域に対して経営資源を集中する。成

長要素の整備では、販売力の強化、商品力強化に向けて力を蓄える時期と認識して取り組む。 

中期目標（3～5 年以内）は、売上高 100 億円、営業利益 10 億円を目指す。 

2016 年 6 月期通期の見通しは、売上高 88 億 9 百万円（前期比 3.7％増）、営業利益 4 億 43 百万円（同 3.9％
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増）、営業利益率 5％を見込んでいる。 

セグメント別売上高の通期見通しと上期達成率は、ビジネスソリューション事業では前期比 1.1％増と計画値は

微増である。この理由として、運輸の大型プロジェクト終了が大きいが、金融分野・運用サービスが堅調に推移し、

上期達成率は 51％である。エンベデッドソリューション事業は、同 7.3％増の見通しに対して、開発、検証とも車載

分野が順調に拡大し、上期達成率は54％となった。コンピュータ販売事業は同3％減とマイナスの計画値に対して、

リプレース販売および重ね売りが順調に推移し、上期達成率は 56％である。自社商品事業は、同 98.9％増に対し

て、代理店強化および協業による売上拡大、商品拡充による売上拡大が順調に進捗し、上期達成率54％である。 

 

◆成長戦略と進捗状況 

ビジネスソリューション事業の成長戦略1点目、成長分野への注力では、強みである金融分野の深掘り・横展開

は、銀行、クレジット系に加え、証券系の請負案件獲得により順調に伸長している。成長著しい顧客に歩調を合わ

せた運用サポート事業のさらなる拡大として、主要顧客である人材派遣・販促メディア大手企業より新たに高度セ

キュリティ対応インターネット基盤の要件定義・設計・開発・運用を獲得した。 

2 点目、地方拠点（愛媛・仙台）を生かした事業拡大では、昨年に引き続き潜在能力の高い人材を、地方採用で

合計11名（採用全体の30％）実現した。IT多目的センターの活用では、東京側の協業および業務提携による案件

拡大に伴い、愛媛を受け皿に順調に進んでいる。地方の優良企業の新規顧客開拓では、既存の上場企業の子会

社へ提案活動を継続中である。 

3 点目、トータルサービスの提供では、幅広い顧客ニーズに対し、開発・保守・インフラ等それぞれをサービスの

部品ととらえて提供することで事業拡大をする。具体的には、上期提案活動を行っていた運用サポート事業の主

要顧客である携帯電話大手企業から大型開発案件を 2 月に受注した。 

エンベデッドソリューション事業の成長戦略 1 点目、今後の成長が見込める車載事業への注力として、モバイル

開発で培った通信技術を車載機器開発へ展開する。経営資源を車載に集中することで新規および既存顧客のビ

ジネスは順調に拡大し、車載事業の売上高は前年同期比 80.7％増である。 

2 点目、医療機器分野の参入では、第三者検証技術を用いて医療機器分野へ参画し、検証から開発へ拡大す

る。上期進捗状況は、全体に占める割合はまだ低いが、大手医療機器メーカーの検証案件が順調に拡大中であ

る。 

3 点目、新規 IoT 分野への参入では、モバイル開発や情報家電開発で培った通信技術を新規 IoT へ展開する。

IoT をキーワードにしたさまざまな新規案件（ウェアラブル端末の研究開発、自動運転に係る画像認識等）が立ち

上がっている。 

コンピュータ販売事業の成長戦略 1 点目、既存顧客の売上拡大では、既存顧客への重ね売り、新商材発掘とし

て、自社商品「楽らくページ」、他社商品「セキュリティ機器（UTM）」、カシオ「楽一」のオプション製品「楽らく PC 出

力支援 Powered by xoBlos」、「マイナンバー対応ソフト」への改修案件等が順調に推移している。 

2 点目、新規顧客獲得による売上拡大では、高崎コールセンターを活用した新規顧客獲得の進捗状況は、上期

に採用した若手営業マン 6 名とテレコールセンターを活用し、下期ビジネスの拡大をはかる。営業エリア拡大によ

る新規顧客開拓として、愛媛拠点より香川県へ進出し、新規顧客獲得を進めている。 

自社商品 WebARGUS の成長戦略の 1 点目、販売力強化では、代理店販売強化を行う。現在、契約代理店数

14 社（検討中 10 社）と順調に増えている。協業によるビジネス展開は、上期は 2 社と協業発表済みである。また、

データセンター、クラウドサービス事業等の協業先と、サービス内での取り扱いや OEM 提供を推進中である。 

2 点目、商品力強化では、現行版バージョンアップ（管理機能強化）は開発完了済みである。Windows 版の開

発・展開については、今春リリースへ向けて順調に進捗している。 

3 点目、IoT 時代のセキュリティ対策については、システムレジリエンスの思想のもと、自社商品シリーズ化の上
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期進捗状況は、組み込み系製品に対する WebARGUS ということで正式なプロジェクトを発足し、製品開発着手に

向けて具体的なビジネス化の検討および技術調査を進めている。 

自社商品 xoBlosの成長戦略の 1点目、販売力強化では、代理店販売の強化として、大興電子通信（株）の持つ

幅広い顧客層・拠点・販売力を生かした業務提供を行った。 

2 点目、商品力強化では、協業他社製品と連携したソリューション提供については、（株）エイトレッドの 4 年連続

シェアナンバーワンのワークフローX-point と連携中である。商品ラインナップの拡充として、顧客の個別ニーズが

高い予算策定・予実管理を第一弾としてテンプレート化を進めている。また、近々直観的な操作が特徴の xoBlosQ

をリリース予定である。 

3 点目、SI 案件での活用として、xoBlos を核とした開発案件獲得については、日本 IBM が受注した越谷市災害

情報管理システムに xoBlos が採用された。 

さらに、新たな自社商品の創造に向けて、既存ビジネスで培った技術やノウハウを生かして新製品開発・展開を

継続して行う中、CMS 領域のビジネス拡大に向けて、「楽らくページ」のノウハウを活用した次期商品を開発中で

ある。 

 

 

◆質 疑 応 答◆ 
 
御社のベンチマーク、また競合他社と比較した強みと課題を伺いたい。 

同じ業態の会社はほぼないと認識している。自社商品は特徴ある商品で、例えばセキュリティ業界ではさまざま

な企業があるが、web 改ざんに対する対応製品ではベンチマークとする企業はない。商材では、トリップワイヤー

等、一部当社の競合製品と呼ばれるものもあるが、当社の製品のように、検知してから瞬間で復旧する機能はなく、

当社の製品は十分優位性がある。 

 
ビジネスソリューション、エンベデッドソリューション事業の課題と強みを伺いたい。 

同業各社とはさまざまなプロジェクトで競合しているが、当社の技術者は引けをとらない。課題は技術者の確保

である。組み込み系はメーカー直であることが強みである。ただ、ビジネス系同様、技術者不足が課題である。 

 

ビジネス系のプライム比率は何％か。 

各社のシステム子会社をエンド顧客とすれば 70％以上である。 

 
WebARGUS は、一度突破されると駆除する必要があるのか否か、メカニズムを知りたい。 

防御が突破された場合、通常、原因追求のために web サイトを 1 カ月近く中断しなければならない場合もある。

当社の WebARGUS は、サイトを運営しつつ改ざん状態を 1 秒未満で自動復旧するところが特徴である。 

 
利益率に関して、上期計画と実績について説明をいただきたい。 

上場初年度であり、下振れた数字を出さないためにかた目の数字を設定し、実績が大きく上回った。 

 
実績は 23％を超えたが、計画値は幾らか。 

通期の売上総利益率計画値は 23.6％である。 
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通期で粗利率を上げる主な施策を伺いたい。 

上場後、大手顧客から請負の開発案件の引き合いが増えている。請負案件受注により、通期の利益率を上げ

ていく。 

 
粗利率が高いメーカー直の受注増の勢いが加速したことが、粗利率上昇の要因か。 

エンベデッドは、これまでのモバイル中心から車載に市場を大きく移している。車載各メーカーは資金力があり、

売上単価が前年比でアップしている。 

 

車載の内容、また中期的に想定している収益規模の詳細を知りたい。 

インフォテイメント系（カーナビ、カーオーディオの開発等）が主軸だったが、現在は車全体のボディ系にも広げて

いる。車載の構成比は組み込み系事業の約半分を占め、通期売上高見通しに対し、10％以上の伸びを見込んで

いる。この 2 桁の伸びは、数年は継続するとみている。 

 

 

（平成 28 年 2 月 29 日・東京） 

 

＊当日の説明会資料は以下の HP アドレスから見ることができます。 

http://v4.eir-parts.net/v4Contents/View.aspx?template=ir_material&sid=49839&code=3916 
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