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イベント概要 

 

[企業名]  富士ソフト株式会社 

 

[イベント種類] 決算説明会 

 

[イベント名]  2019 年 12 月期 決算説明会 

 

[決算期]  2019 年度 通期 

 

[日程]   2020 年 2 月 13 日 

 

[時間]   16:30 – 17:29 

（合計：59 分、登壇：37 分、質疑応答：22 分） 

 

[開催場所]  101-0022 東京都千代田区神田練塀町 3 富士ソフト秋葉原ビル 5F 

   アキバプラザアキバホール 

 

[出席人数]  56 名 

 

[登壇者]  4 名 

代表取締役 社長執行役員  坂下 智保（以下、坂下） 

取締役 専務執行役員   渋谷 正樹（以下、渋谷） 

取締役 専務執行役員  新井 世東（以下、新井） 

執行役員    内藤 達也（以下、内藤） 
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まず、連結業績ハイライトとなりますが、これは数字を見ていただければ分かるように、4 クォー

ター累計で 2,310 億と売上。営業利益が 133 億弱。経常利益で 137 億強。当期利益で 78 億という

数字になっております。中身はここに書いてあるように、組込/制御の社会インフラ、自動車、業

務系では製造業、流通・サービス。あるいはノンバンクやインターネットサービス分野。あるいは

システムインフラ構築分野と、ちょっとこれは後で出てきますけど、業務系システムを作る上での

インフラと。ハードウェアとかネットワークとか、そういった環境面のところを、われわれシステ

ムインフラと表現してるんですけども、そういった分野などが非常に好調で、プロダクト・サービ

スも好調で、前年比 113%という売上の数字になっております。 

営業利益面もここに書いてあるように、116%となっておりまして、売上の伸びよりも少しプラス

に営業利益も伸びたと。経常利益、この辺、詳細は後で出てきますが、連結でも 2 桁以上。当期利

益も 120%台と、全体数値としてはかなり良い、伸張した決算となっております。 
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これが営業利益の状況ですが、売上総利益が増えた中で、販管費がやはり事業の拡大とともに少し

増えてると。ただ、その分を補っても増益になるといったのをグラフで表した数字でございます。 
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この 4 クォーターだけにフォーカス当てた報告がこのペーパーでございます。売上は 110%なんで

すが、ここに見てもらえば分かるように、売上は前同比 110％、111％となってますけども、原価

の部分ですね。ここ、営業利益が前年割れしてると。多分この辺りがポイントになるのかなと思い

ます。 

全体としては開発もそうですが、プロダクト・サービスも増加。ただ、ちょっと一部に一過性の不

採算案件なんかも、この 4 クォーターでは計上しておりまして、グループでの全体の動きなんかも

含めて、このマイナス 1 億 4,000 万円っていう数字になっております。 

販管費、一般管理費も当然、事業の全体の押し上げのためにも必要ということで、プラスになって

ると。これは書いてあるように、積極的な人材投資。ただ、働き方改革とか、生産性向上なんかの

先行投資も含めて、多くなった販管費率は改善してると。だから、ちょっと増やしてはいますけど

も、それなりに吸収しては来ていると。むしろ、ここら辺の数字の部分については、この 4 クォー

ター、少し原価率が増加してるのがポイントになって、少しマイナスになってるということであり

ます。 
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上場 4 社を含めた、本体含めた数字の推移は、こういうことになります。軒並み 2 桁成長という部

分と、それなりの増益率を確保してると。富士ソフト本体のほうでいくと、先ほどの繰り返しにな

りますんで読みませんが、全般的に事業としては好調と。 

サイバネットについては、国内での CAE ソリューションサービスが好調で、米国の開発子会社か

らアジア販売子会社が好調に推移したのが、この辺のサイバネットのプラスになったと。 

ヴィンクスはちょっと一過性の消費税対応なんていうのもありますが、全般的にやっぱり昨年まで

の苦しさから立ち直ってプラス傾向。昨年、一昨年ということになりますかね。プラス傾向になっ

てると。 

サイバーコムは非常に堅調で、ここに書いてあるようなシステム分野っていうのが非常に好調に推

移して、売上も前年 115%ということで、着実に 2 桁成長ができるというかたちになっております。 

ビューロのほうがここに書いてあるように、官公庁向けの BPO 業務は引き続き好調に推移してま

す。民間向けも好調と。全体でいけば営業利益は、増収および原価低減でかなりの増益ということ

になっております。これがグループ会社、上場企業でのハイライトになります。 
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連結セグメント別の売上高・営業利益の推移を見てもらえば、どの辺が一番分かりやすいか。この

辺りですかね。前年同期比と。ここで見るとやっぱりシステム構築の組込/制御が 105％と少し伸

び悩んでますが、業務系は非常にプラス。営業利益面ですね。 

売上からいったほうがいいかな。売上はここですね。組込/制御が 108％、業務系 119％、プロダ

クト 117％、アウトソーシングは少しマイナスになってますけども、こういったかたちで動いてる

と。 

営業利益についても、売上の伸びと同等な感じで組込/制御より少し低めですが、業務向けプロダ

クト・サービス、この辺は営業利益も非常に良いということです。 

ここに書いてあるように、組込/制御、少し伸びっていうのは、業務系よりは少し鈍化してますけ

ども、自動車関連とは好調ということで、増収・増益となってます。 

業務系ソフトウェアについては、これが後で少し説明を加えようとは思うんですけども、いろんな

分野で非常に好調で、かなり伸張が報告することができると。 
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プロダクト・サービスも特に他社製品、自社のプロダクトだけではなくて、他社のプロダクトもか

なり好調で増収。営業利益は昨年この期に少しプロダクトの品質の投資なんか行ってるっていう、

その反動で少しプラスになったというのもございますが、かなりの増益となっております。 

アウトソーシングについては、単体での運用案件は増加してるんですけども、流通サービス向けっ

て、これ、毎度説明してる感じになりますが、ほぼ底打ちというところまで来てるんですが、少し

まだマイナスになったということでございます。 
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PL ベース。これもここに書いてあるとおりですんで簡単に言いますが、原価率。これはプロダク

ト・サービスとか、不良不採算案件の話なんかは先ほど出ましたが、あと、需要とこの変化に柔軟

に対応するため、人材確保なんかもかなり先行的に行った部分とか、需要の高い分野へ人を振り向

けるために、今、そういう教育等にも力を入れたと。こういったことも含めて原価率が少し悪化し

てる分野もあるということです。 

販管費。これも積極的な先行投資。これは例年続いてる傾向ですが、少し増えてると。 

あと営業外と持分法のほうがここに書いてありますが、資産の除却や、為替差損っていうようなこ

ととか、持分法適用されてるエース証券の減益等々が、この営業外のところには出てきてると。 

特利・特損については、ここ書いてあるとおり、昨年度、子会社のサイバネット側で事業の譲渡を

した事業益と、サイバネット側で、これも同じですが、のれんを減損したと。この辺のプラスマイ

ナスで特利・特損が少し数字としては大きく動いてるのが、今期の数字でございます。 
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貸借対照表。ここも書いてあるとおりなんですが、流動資産についてはここに書いてあるように、

棚卸資産の増加とか、短期資金運用のために譲渡性預金等で増加してると。 

固定資産については、ビル、オフィススペースの取得を行ったと。 

あと流動負債・固定負債については、長短資金バランスの見直し等で、少しバランスが変わってる

と。こんなような状況でございます。 



 
 

10 
 

 

キャッシュ・フロー計算書。これも見ていただければ分かると思うんですが、営業活動によるキャ

ッシュ・フローっていうのは増えていってると。 

投資活動によるキャッシュ・フローも、昨年かなり投資活動を行ったことで、その分、改善って言

い方がいいんですかね、使わなかったということになると。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、そういうこともあって、あまり資金調達をしないというよ

うなかたちになると思っております。 
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受注高・受注残高についての説明をいたします。これもセグメントに分かれておりますが、受注が

このように 113％、108％、118％と三つ取れてるように、組込/制御が少し業務系に比べて伸びが

低いですが、それでもかなりの伸びを示してると。 

プロダクト・サービス、アウトソーシングは先ほどの説明どおりと。売上もそれに比例して受注残

についても期末、そうは言っても、いずれも 2 桁を超える受注残が残って、この 1 月期への突入が

できてるということでございます。 

セグメントの中身はここに書いてある先ほどの繰り返しになるので、ここは割愛させていただきま

す。 
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配当ですが、この中間期に 6月末の段階で、1円、1円増配当したんですが、当初、19円、19円だ

ったやつを 1 円、1 円増配して 20 円、20 円にしましたが、今回下期、当期利益も上がってること

もあり 22 円で、さらに増配して、年間では 42 円とさせていただこうと思っております。 
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ここまでが数値面ですが、ちょっと数値面以外のところで幾つかお話をさせていただこうと思いま

す。 

ここに書いてあるように、今まで大きな方針という意味で、新技術、AIS-CRM とわれわれは分野

で呼んでますけど、この分野。特にこれは自動車の好調とか、この Cloud、ロボット、モバイルの

Automotive の M を含めた、この下の CRM って 10 年ぐらい前からかなり力を入れてやってきてい

る分野ですが、相当ここの分野が今は事業の中核になってます。 

補足説明資料にあるように、自動車のセグメントでは 200 億という売上でございますし、Cloud っ

てちょっと後で出てきますが、セグメントがうまく今、表記されてませんが相当大きい。自動車分

野より、さらに大きな分野になってると。こういう自動車、ロボット、こういう Cloud と。Cloud、

ロボット、モバイルですね。この辺の分野に最新の AIS-CRM の AIS は、まだまだ 2 桁から少しプ

ラスというような数字でございますけども、Cloud、ロボット、モバイルがかなり伸張してること

もあって、全体でいくと、単体売上の受託分野の半分ぐらいに育ってきてるということで、特にこ

の Cloud 分野はかなり好調だと。これは後で説明をさせていただきます。 



 
 

14 
 

付加価値の高いインテグレーションということで、高付加価値へのシフト、あるいは高付加価値化

をかなりやっておりまして、これは原価率を下げるいうと、プロダクト・サービスとのミックスの

影響とかもあって分かりにくいんですが、確実に付加価値の成長・向上っていうのはできてきてい

ると。 

人材強化と受託開発事業。これはもう人材に積極投資して、人の教育拡大、体制整備っていうのは、

ものすごく行っています。これも着実に進歩してると。 

プロダクト事業については、あと少し自社プロダクトの話も出てきますが、やはりこの Windows7

の話、Windows10 の話や、あと子会社での消費税対応での POS と、こういったものが非常に今、

伸びてると。自社プロダクトでも Wi-Fi ルーターについては、かなり伸張してると。これもいろん

な要素がありますが、かなり好調に推移してると。 

あとグループも、ちょっと一昨年段階ではまだ、ヴィンクス、サイバネット、いろいろ伸張・成長

段階でも非常に苦労したわけですけども、経営陣なんかも少し強化して、そういった中でグループ

全体もかなり良いかたちで推進できるようになってきております。連結子会社を平均して見るなん

ていうことはあまり今までやってないですが、これを平均で売上高の成長率を見ても、全体で 2 桁

と。本体以外ですね。見ても 2 桁の成長ができてると。これ、集計して初めて出すのも何なんです

けども、初めてこれぐらいのレベルにグループ全体が良いかたちで推移してきたというのが、この

2019 年度の結果でございます。 
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これ、皆さんに事業の状況を、少し分かりやすくしようと思って作ってみたんですけども、この補

足説明資料の中に、組込み・制御分野、業務系分野、プロダクト・サービス分野っていうふうに分

けて、売上利益のセグメントを補足説明の中に入れさせてもらってるんですけども、それをなんと

か分かりやすくしようと思いながらも、簡単にセグメントって切り替えにくいところもあって、ち

ょっと定性的な情報ですが、少し説明をさせてもらおうと思ってます。 

機械製造業ですね。これちょっと分かりにくい。従来分野っていうのは、今までわれわれ取り組ん

できた分野。特に受託だったら、既存の受託分野っていうふうに思っていただいて、それ以外に、

AI 関連、IoT 関連、セキュリティー関連、Cloud 関連。ロボットとか、モバイルっていうのは、そ

のものになってしまいますけども、ロボット関連、モバイル関連。自動車はちょっと横のセグメン

トにあるんで、あえて破線にしてあるんですけども、この AIS-CRM と従来分野っていうのでマト

リックスにして表現してみました。 

お手元の資料にも組込み・制御のところについては、この通常累計の売上のところで、前年比

104%の成長という表現になってると思うんですけども、通常分野、いわゆるレガシーのところに
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ついては、やっぱり米中貿易摩擦の影響とか、ちょっとこのコロナウイルスの影響がどれだけ出て

くるかって、まだよく分かりませんが、やっぱり少し抑制的になってるっていうのは事実です。 

一方、IoT とかというような分野とか、ちょっと製造業、下のほうにあるんですけども、業務系の

分野なんかは非常に好調で、われわれからすると、少し組込み・制御系のところが弱含みであって

も、他の分野で十分カバーできてきてるなと思ってます。この IoT なんていうのは非常にやっぱり

活況で、製造業なんかでもこの辺の分野については、投資がまだまだ拡大してる状況です。 

自動車については、全般的にはやっぱり好調が続いておりまして、自動車は CASE って言うんで、

このセグメントでうまく表現できてないところありますけども、自動車に関連する AI の分野とか、

セキュリティー関連、Cloud、コネクテッドの世界なんていうのも、われわれのビジネスの中には

当然入ってきてて、この辺は活況と。 

社会インフラっていうのは、レガシー分野っていうふうに表現して、ここは非常に活況を呈してる

わけなんですが、AI を使った社会インフラの案件なんかもかなり多いと。IoT のところに丸を付け

てないですけども、5G 関連っていうのも当然ビジネスとしてあるんですが、例えば、基地局の対

応とか、そういったものが、このレガシー分野でわれわれ、今、色分けしてるんで、ちょっと IoT

のところにはあえて丸を付けてないというような感じで、この辺が、この丸が付いたところが活況

と。活況っていうのは非常に良いということですね。黒丸のところは普通かなと。三角はちょっと

抑制的と、こんなふうに見てもらえばいい。 

業務系分野のところ、金融関連ビジネス。これはセグメント見てもらっても数字が落ちてるんで、

これなんかは三角と。金融はデジタルトランスフォーメーションっていう中で、この AI とか、

Cloud 化っていうのは、ものすごく活況ではあるんですけども、逆に言えば、予算配分が既存のと

ころ、少し抑えぎみということで。ただ、ちょっとこれも流れが変わってきて、デジタル化って一

辺倒の投資でもなかなかうまくいかないってことで、既存分野で対応するのも今後増えてくるって

いうような見通しで、明るさも相当出てきてるかなと。ちょっとこの辺やってるお仕事も多いん

で、少し三角。抑制的になってるという部分があります。 

流通・サービス分野は全般的に好調で、当然通常の開発から AI なんてテーマも多くなってます

し、特に Cloud、後で EC の話も少ししようと思うんですけども、ネットビジネス系なんかも流通

っていう世界では非常に伸びてて、ここの世界にも入れて、ここにセグメントとして入れさせてい

ただいてると。スマホでの開発なんていうのも非常に多くなって、この辺は非常に好調と。 

製造業もこの組込み・制御の分野は少し抑制的であっても、この開発分野については非常に。これ

丸付いてますね。間違いだな。Cloud 分野についてもセグメントとしては非常に好調で、今、リフ
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ト・アンド・シフトなんて言葉がちょっとはやったりしてますけども、取りあえずデジタル化の事

前準備として、いろんなシステム基盤を Cloud とかに上げていくなんて話が、かなり流れとして

できてきてると。この Cloud っていうキーワードでは、どの分野も非常に好調に動いてます。 

この下に、実はその他業務系っていう表現でセグメントされてるんですが、このシステムインフラ

とか、ネットビジネスとか、官公庁って書いてあるんですけど、これ、その他ビジネス、その他業

務系の内訳ではないんですね。これ、どっちかっていったら産業セグメント。ですが、このシステ

ムインフラとか、ネットビジネスっていうのは、クロスインダストリーというか、どの分野でも必

要になるようなもんなんで、縦をマトリックスでうまく説明できればいいんですけど、ちょっとう

まく説明しきれないんで、あえて、このセグメントを分けてここでは表現させてもらいました。 

システムインフラっていうのは、このいろんな分野に関連する分野ではあるんですけども、これだ

け取り上げてみると、もういろんなシステムインフラを今までつくってきたっていうものの改修っ

ていうのは、ものすごい多いですし、特にやっぱり Cloud 化。先ほど言ったリフト・アンド・シ

フトの世界で、ものすごい Cloud に力を入れてるお客様というか、ユーザーが多くて、ここには

すごい今マーケットがあると。 

さらにネットビジネスも、今まであまりここでは強調してませんでしたが、やっぱりアマゾンエフ

ェクトといわれるような EC の世界の強化っていうのは、ものすごい今、活況で、このレガシー分

野にプラス、やっぱりセキュリティーとか、Cloud を含めたテーマが非常に増えてると。 

官公庁は、一応セグメントとして表現しましたが通常だと。これ以外に、プロダクト・サービス分

野では、やっぱり Cloud 商材、SI で構築するときに Cloud を使った構築で受託っていうのが増え

るわけですけども、やっぱりそこでライセンスとか、いろんなものがここで売れていくっていうこ

とで、Cloud 関連商材は非常に好調。 

Windows10 も、昨年度は非常に活況を呈してる商材だし、自社商材については、後で出てきます

が、非常にこのモバイル系のものについては、好調に推移してると。こんなようなかたちになって

おります。 

当社、機械制御とか、自動車ばっかり取り上げられるんですけども、非常にセグメントは多様にな

ってまして、少し人材がダブついても、ものすごく需要度の高いテーマがいっぱいありまして、そ

ちら側に人材をシフトしながら、付加価値の高いサービスへの転換っていうのを一生懸命行ってる

という、こんなような状況だということです。 
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先ほどから、少し強調してるシステムインフラの分野での話を、もう少し整理してお話しますと、

マーケットトレンド、デジタルトランスフォーメーションってキーワードが踊ってますけども、世

の中、やっぱりこれへの対応っていうのは非常に動きがあって。 

デジタル対応、特に基幹システムとか、基幹システムを支える基盤とか、あるいは働き方改革なん

ていうキーワードも含めて、システムインフラっていうやつを大きく、いわゆるオンプレミスで持

ってるハードウェアとか、サーバとかってやつを、どんどん Cloud 化したり。Cloud 化だけでうま

くいかないんであれば、オンプレミスで仮想化って技術を使ってみたり、今度は Cloud 上で仮想

化したり、それをハイブリッドに使ったりっていうこの動きがものすごく今、世の中で動いており

ます。 

これを行うっていうことは、当然その横に、こっち側が中心であっても、アプリケーションを作っ

たり、Cloud サービス、サービス会社ね。SaaS と呼ばれてるやつを使ったり、モバイルを使った

り、セキュアな環境をつくったりって付随する機能がいっぱい必要になってくるということで、こ

のシステムインフラ分野っていうのは、これは産業を特定せず、いずれも好調だと。 
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当社の、これを支えるコンピタンシー、技術ってかなり持ってまして、ここに書いてますが、あま

りこれもこういう IR の中で使ったことないんですけども。かなり好調なんで、今回は表現させて

いただいてますが、VMware、プレミアサービスプロバイダーというようにわれわれは認定されて

まして、日本有数の vExpert、VM っていう仮想化の技術が世界一の企業ですよね。仮想化ってい

う技術は VMware っていうのは。そこの中でエキスパートっていうのを選んでるわけなんですけ

ども、当社は日本では 80 人ぐらいしかいないエキスパートの中で、8 人が当社の社員と。VM さ

んから見ても、こういう新しい仮想技術を使ったインフラを作るときには、当社をパートナーとし

て動かしたいっていうのは、非常にニーズがある分野。これは非常に活況を呈してる。 

それ以外に Microsoft さん、Amazon、Salesforce、Oracle、いろいろ SAP Concur とか、いろい

ろわれわれ取り扱ってるんですけども、Microsoft さんはここに書いてあるように、毎年のように

いろんなパートナーのアワードをいただいてますし、Amazon でも日本初の政府機関コンピテンシ

ーみたいなものも当社が持って、Amazon が政府で使われるなんて、日経新聞にこの前出てました

が、これからこういう分野での非常にソリューションというのは活況になってくる。今でも相当活

況なわけなんですけど、これからますます増えてくるって考えれば、この辺の伸びっていうのは、

今、非常に大きいと。だから、仮想化とか、この Cloud 技術、こういうところに思い切り技術を

シフトしたり、要員を集めて、かなり大きなプロジェクト化っていうのを今、進めてやっている

と。 

この分野、さっき、どこからどこまで合わせるかってあるんですけども、全部合わせると、自動車

のビジネスを今、200 億っていうビジネスを、さらに Cloud だけでも 200 を超えるビジネスを今

できてると思ってもらって。ちょっとセグメントが複雑なんで、縦横のセグメントでうまく表現し

ていきたいんですけども、ちょっといろいろ重なってうまくメッシュにできないなんてこともある

んで、ちょっと定性的な表現で今、説明させていただいてると。 
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もう一個、ネットビジネス。これも前回の IR の中でも説明させていただいてるんですけども。EC

市場、非常に拡大してる。マーケット拡大、362 兆円って書いてありますけども、これもここにあ

りますけども、ある統計としては出てると。EC っていうと、BtoC のイメージが強いんですが、

BtoB の取引なんかでも、このネットビジネスっていうのを使われだしてて、マーケットっていう

のは、もうこれぐらいの大きさになってると。 

一方で、アマゾンエフェクトって世の中でよくいわれてますけども、協調と独自性への対応ってこ

とで、独自サイトを強化したり、一方で競争が激化する対応ってことで、有力パートナーの必要性

っていうのは、非常に今、重要になってると。しかも、大規模化してるっていうのが非常に大きな

テーマで、EC っていうのは小さく、昔、作って、100 億 EC で売上げてる事業者って、10 年前っ

てほとんどいなかったんですけど、今、もう 100 億超えの EC サイトって山ほどありまして、もう

かなりシステムが大規模化してると。 

そこには豊富な PM とか、EC 特有のエンジニアリングとか、いろんな EC って一から百まで作る

わけじゃないんで、いろんなものを組み合わせるっていうようなこととか。ネットビジネスをシス
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テム作るだけじゃなくて、競争力を強化してあげるための提案とか、支援っていうのも必要になっ

てくると。 

当社、この EC ビジネスに関する知見とか、もうかなり大規模 EC の豊富な経験とか、ウェブ系の

エンジニアをたくさん持ってるとか、EC には AI とか、セキュリティーとかってものすごい絡んで

きますんで、こういう専門人材。当然、Cloud を使ったり、Cloud でサービスされてる SaaS って

いう機能を使ったり、いわゆる複合的な技術が必要になってくるということで、この辺の実績があ

る当社に、非常にニーズが、ご用命が来てると。 

そんなこともあって、この 1 月からは事業部を新設して、ネットビジネスの事業を専門にやるビジ

ネス部隊をつくってやってます。当社、大体、これもうまくセグメントが分かれてないんですけど

も、こういう事業部をつくろうとすると、大体 50 億円ぐらいの売上がないとビジネスとしてカテ

ゴリーとして成立させないということで、そこまでまだ届いてないんですけども、こういう事業部

をつくったっていうのは、それぐらいのビジネスになってきつつあるとご理解いただければいいん

ではないかと思います。 
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あと車載ソフトウェア、Automotive の世界ですね。これは先ほどのセグメントの中で、売上につ

いては 200 億というようなかたち、200 億ぐらいの数字が出ておりますけども、これはレガシー分

野と、いわゆる CASE 分野に分けて成長率を見ると、やはり CASE 分野が非常に大きく伸びてる

と。当然ここに書いてあるように高付加価値化、これは今後、自動車開発の中では新しいキーワー

ドいっぱい出てくるかもしれませんが、モデルベースっていわれる、自動車の設計開発手法の新し

いやり方ということでいいと思うんですけども、モデルベース開発って呼ばれてる部分の技術教育

とか、当然 AI も自動車の中には入ってきます。オープンイノベーションということで、いろんな

組み合わせが行ってくる。 

あるいは、シミュレーション。これは車を自動運転させるためのシミュレーション等々は、デジタ

ルツインなんて最近呼ばれてますけども、仮想空間でやって実機と兼ね合わせながら強化していく

と。そのために必要な GPU とか、AI プラットフォームなんかの利用をしていくとか。 

あるいは、これは AutomotiveSPICE とか、ISO26262 っていわれてる、いわゆる開発のプロセス

みたいなかたちをしっかりして、品質とコストを両立させていくっていうような取り組みとか。 
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AUTOSAR、これはご存じだと思いますが、Julinar っていう名古屋大学の高田先生と共同でつくっ

た APTJ っていう会社の製品ですね、Julinar。こんなものを使いながら付加価値を上げていくとい

うことをやりながら、この CASE 分野っていうのを非常にきちんと対応していってるということで

ございます。 
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人員体制の整備。これも書いてあるように、でこぼこ少しありますけども、順調に人を育てるとい

うことと、スペシャリティー、この PM とか、スペシャリストっていう、うちの社内の制度ですけ

ども、ここをしっかりと順調に人を増やして、中身、その人材そのものの強化もかなりしっかり行

われてきていると。 
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プロダクト・サービスについても、自社プロダクトとライセンス、いわゆる他社製品の物販等々っ

て表現してますけど、これはいずれもライセンスは非常にこの季節伸びてますけども、他の商材に

ついても、順調に伸びていってるということでございます。 
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これは今回、IR で初めて突然出すような感じなんですけども、モバイルルータ。自社プロダクト

の中に入るんですけども、MVNO 市場に向けた機種ですね。今、SF030W っていう、こういう四

角いモバイルルータを出して、今、累計で 32 万 5,000 台と。一つ数万する商品ですんで掛け算す

ると、値段はそれぞれ少し違いますけど、かなりのボリュームが売れてるっていうのはご理解いた

だけるんではないかと思います。 

今、市場シェア 2 位で、こういうものをかなり長年やってるんですけども、ようやくかなりシェア

を拡大して、それなりの売上の数字になってきて、こんな商品も扱ってるぞということで、今日は

ご紹介させていただいています。 
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来期の業績予想ですが、ここにあるように 2,380 億の 136 億、138 億、80 億という数字にさせて

いただいております。当社の来期の計画数値っていうのは、対外的に必ず守るお約束と捉えてやら

せていただいておりますんで、この勢いでいけば、さらにプラス、プラスっていうふうになるだろ

うと皆さんお考えだと思います。われわれももちろんそういうふうに進めるつもりですが、対外的

に守る絶対の数字ということで、今回、連結業績予想の数字としては、この数字を出させていただ

いております。 
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配当ですけども、通常配当、来期 46 円と。上、下、23 円、23 円ってことなんですが、言い忘れ

ましたが、当社、今年で 50 周年と。5 月 15 日に 50 周年記念、創立 50 周年を迎えるということ

で、記念配当、5 に掛けたわけではないんですが、5 円、トータル 51 円でやらせていただこうと

考えております。 

以上で、2019 年の話と、2020 年度の予想および配当ということで、お話をさせていただきまし

た。どうもご清聴ありがとうございました。 


