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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]  2020 年 12 月期第 2 四半期決算説明会  

 

[決算期]  2020 年度 第 2 四半期  

 

[日程]   2020 年 8 月 13 日  

 

[ページ数]  34 

  

[時間]   16:30 –17:23 

（合計：53 分、登壇：29 分、質疑応答：24 分） 

 

[開催場所]  インターネット配信 

 

[会場面積]   

 

[出席人数]   

 

[登壇者]  5 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） 

取締役 常務執行役員   白石 善治（以下、白石） 

執行役員     梅津 雅史（以下、梅津） 

 

[アナリスト名]* 大和証券     上野 真 
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三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券 田中 秀明 

*質疑応答の中で発言をしたアナリストの中で、SCRIPTS Asia が特定出来たものに限る 
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登壇 

 

司会：皆様、大変お待たせいたしました。ただ今より富士ソフト株式会社、2020 年 12 月期第 2

四半期、決算説明会を開催いたします。 

本日は大変お忙しい中、また新型コロナウイルスの影響で Zoom での開催となっている中で皆様よ

りご参加賜り、誠にありがとうございます。 

それでは初めに、本日の出席者を紹介させていただきます。登壇者の方はご挨拶をお願いいたしま

す。まず代表取締役、社長執行役員、坂下智保でございます。 

坂下：坂下です。よろしくお願いします。 

司会：取締役、専務執行役員、渋谷正樹でございます。取締役、執行役員、新井世東でございま

す。 

新井：新井でございます。 

司会：取締役、常務執行役員、白石善治でございます。 

白石：白石でございます。 

司会：執行役員、梅津雅史でございます。 

梅津：梅津でございます。よろしくお願いいたします。 

司会：本日、出席者は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

次に本日の進行内容についてご説明いたします。まず初めに社長の坂下より、決算内容についてご

説明いたします。説明後に質疑応答の時間を設けております。 

それではこれより、2020 年 12 月期第 2 四半期の決算について、ご説明いたします。坂下社長、

よろしくお願いいたします。 

坂下：では私のほうから、2020 年 12 月期の第 2 四半期の決算説明をさせていただきます。 
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まず、連結業績のハイライトでございます。ここを見ていただければ分かるように、売上 1,225 億

6,800 万円、営業利益 84 億 4,600 万円、経常利益 86 億 7,700 万円、純利益で 38 億 6,800 万円

と、こういった数字で、それぞれ前年同期比で 107.9％、126.2％、127.1％、103.5%といった数字

になっております。 

書いてありますが、売上高はライセンス販売の増加とシステム構築分野が堅調ということで。この

ライセンス販売、この辺はプロダクト・サービスで今回、後で出てきますが、新型コロナウイルス

の影響等もあって、ここら辺は非常に好調と。 

組込/制御系については社会インフラ、自動車関連、業務系では流通・サービス業が堅調で、増収

となりました。 

営業利益は増収により増益で、それぞれ先ほど言った数字になっております。 
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これは営業利益のプラスマイナスのところを表現していますけれども。前期の数字に増収分、ちょ

っと原価率が先ほどのプロダクトミックスの影響で少し悪くなっていますが、販管費が逆にこの新

型コロナウイルスの影響もあって、いろいろ削減できていることもあり、トータル 126%強という

営業利益になったということでございます。 

2 クォーターの区間の数字も、ここに出ております。売上原価のところを表示していますが、先ほ

ど言ったように新型コロナウイルスの影響なんかもあって、ライセンス販売は増加で、若干悪くな

ったように見えますけれども、これは売上の組合せで少し上がっているというところでございま

す。 
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販売及び一般管理費は、先ほどの表にあったように 5 億 7,400 万ほど減少していることがあって、

かなり営業利益を押し上げている。書いてあるように一般管理費は採用数、ある程度先々の状況な

んかも考えて、採用数どうしても多少抑制ということになっていますが、それで先行投資的にかか

る費用ですね。この辺が少し削減になったことと、この国内外の出張とか移動、この辺の経費が結

構それなりの規模になっていますので、移動できないことによる費用の減少と。 

こんなことがあって、プラス効果マイナス効果もあって、この辺の営業利益、2 クォーターのとこ

ろは特にプラスになったということでございます。 
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これは上場子会社系の情報でございますけれども、本体はここにあるように売上 114%、営業利益

で 142.7%と書いてありますが、組込/制御、これも後で出てきますけれども社会インフラ、自動車

関連。業務系では流通・サービス、製造業。 

特に昨年度から結構 IR のほうでいわせてもらっていますけれども、システムインフラ構築とか、

インターネット系のビジネスですね。この辺は非常に好調ということと。プロダクト・サービスも

後で少し出てきますが、この新型コロナウイルスの状況なんかも含めて好調ということで、増収増

益になっております。 

サイバネットシステム。これは別途発表されていますけれども、国内 CAE、マレーシア等が減収

となったんですけれども、IT ソリューションのところが台湾、ベルギー等々が堅調ということ

で。増収増益となっております。 

ヴィンクスについては売上は少し前年よりマイナスになったと。ですが、こういうふうに新型コロ

ナウイルスの店舗休業、この辺なんかがちょっと影響しているということですね。減少して減収こ
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とです。利益については生産性向上なんかで増益。こういうプラスマイナス要因があったので、昨

年より若干マイナスと。 

今、共有が外れてしまっていたみたいなので、繰り返しになりますけれども、ここの数字。

1,220、84、868、38 ということで、前年比はこの数字です。内容については今、説明しましたの

で、少し簡単に。この辺ですね。ライセンス、組込/制御、いずれも堅調で増収になったと。 

このページはさっき一生懸命説明したんですけれども、あまり伝わっていなかったみたいなので。

増収と原価率がサービスのミックスで少し変わっていますので、ここ。少し押し下げているんです

よね。ただ販管費がこういうかたちで節約できていますので、トータルで営業利益がプラスになっ

たと。 

これは連結業績の 2 クォーターをカットした部分です。ここの部分についてここに説明しています

が、先ほど言ったようにやっぱりライセンス販売増加、ちょっと原価率は押し上げているというこ

とですが、販管費はここに書いてある移動費等でものすごく削減できています。ということで、2

クォーターの売上、営業利益の方向性はこういうかたちになります。 

これもグループの話。先ほどしましたが、富士ソフト本体は 114 の 142 と、ここに書いてあるよ

うなことでございます。サイバネットはなんとか増収増益と、これは海外のほうが、マレーシアな

んかが非常に厳しいということですね。ヴィンクスはプラマイあったんですけれども、昨年から若

干マイナス、営業利益はプラスと。サイバーコム、これはサービス事業における構築案件やソフト

ウェア開発事業における通信系などで増収と。営業利益も原価率が改善されているのがここです。 

富士ソフトサービスビューロは、これは前同比 75.9%。これはコールセンターサービスでは官公

庁・地方自治体、民間ともに堅調に推移したのですが、昨年起こった少しトラブルで、官公庁向け

の大型 BPO 事業の受注ができなかったことによって、ここは減収の減益ということで。これはあ

る程度、年初から見込んでいたことですけれども、それよりは少しプラスになったものの、減収減

益でございます。 
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これはセグメント別の売上と営業利益になります。 

2 クォーター累計実績、これは見ていただければ分かりますけれども、前同比でいくと SI 事業で

110%、システム構築が 103.6％、組込/制御で 104.3%、業務系で 103%と。プロダクトがかなり伸

びています。 

営業利益面については、それぞれかなり前期よりプラスになっています。これは全体的に販管費が

圧縮されていることで、増収にプラス販管費のものがあって、この辺ですね。営業利益がかなり伸

びていることになります。 

繰り返しになりますが、組込/制御系についてはこの辺、社会インフラ、自動車が堅調と。営業利

益はそれに伴って増えたと。業務系も、これも繰り返しになりますが流通・サービス事業、システ

ムインフラ構築やインターネット、この辺が非常に良かったと。プロダクト・サービスも、これは

非常に好調で伸びています。 
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アウトソーシングが海外顧客の影響があって、これがマイナスになっています。ただ、営業利益で

昨年度の支出なんかが今年はなかったということで、営業利益は少しプラスと。このようなかたち

で進みました。 

 

PL、連結損益計算書でございます。 

トピックスはあまり書いていませんが、一つ目。原価率は先ほどの話で、少しプラスになっていま

す。販管費は減っている。特別損益、これは当社が一部投資している有価証券の評価損とか、新型

コロナウイルスでの感染症対策の一時費用の特別損失。事務所移転費用なんかの増加と、こういう

ものが特別損失で、ここについては若干、経常利益から純利益に至るところで、マイナス要因が今

期は出たということでございます。 
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貸借対照表。流動資産のところは売上債権の増加、これですね。固定資産はスペース確保というこ

とで。これはある程度、自分たちのオフィススペースを自社所有していくということで進めていま

すから、そのための建築資産。流動負債、固定負債については、これはコロナ禍の影響を見据え

て、少し手元資金を厚くした動きをこの上期やっていますので、そのためのプラマイと見ていただ

ければいいと思います。 
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キャッシュ・フロー、これはそれぞれ書いてあるとおりです。 

営業活動の話。先ほどの繰り返しになります。投資活動はオフィス。財務活動はさっき言った借入

というかたちでプラマイが動いていると。 
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受注高・受注残高ですね。これは受注高はここにあるように、システム構築分野が前年比少し割れ

ていると。組込/制御と業務系って色合いが少し、業務系のほうが少しマイナスになっています

が、トータルで少し割れています。 

プロダクト・サービスがかなり良いかたちで受注ができている。 

受注残高についても全体としては 110%あるんですけれども、システム構築のところについては若

干 100％を切っている、こういうことです。 

ここに書いてありますが、組込/制御系、これは社会インフラの受注が好調です。業務系は製造業

および他業務系の受注は好調だったのですが、流通・サービスとか金融向けが減少したことで、こ

れは新型コロナウイルスの影響もありますけれども、一部昨年のプロジェクトの終了等々も含め

て、こういった状態になっています。 

プロダクト・サービスについては非常に良い数字と。 
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アウトソーシングは先ほど売上のところに出てきましたが、少し受注の減少ということもあって、

受注残はマイナスになっております。 

 

これも決算を受けて今期、6 月期、中間ということで。もともと開示していた配当、今年は創立

50 周年記念配当をこの中間期でやることで、通常より 5 円プラスしてトータル 28 円と。期末期初

は定時のものが 23 円としておりますので、これについては変えずに進めていこうと思っておりま

す。半期で 28 円、期末で 23 円になる予定でございます。 

ここまでが数字の状況でございますけれども、上期のこの状況を少しサマって説明させていただき

ます。 
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われわれ、今まで AIS-CRM という新技術戦略と、付加価値の高いインテグレーション事業、人

材、受託開発事業の強化と。プロダクト化、グループグローバルというキーワードで制していっ

て。今回、コロナ禍の影響と対策は、やっぱり 4-6 月の分野は非常に大きいこともあって、その状

況をここに簡単に書いてあります。後でもう一度説明します。 

このデジタルトランスフォーメーションというのは、少し弱含みではあるものの、やはり投資は継

続されていることと、EC とかインターネット系のシステムとか IT インフラ、これは継続的に好調

だと。 

人材系は在宅勤務なんていう話があるんですけれども、これは十分対応できていますし、プロダク

ト事業についても、逆にこのコロナ禍でプラスになっている部分も多いと。 

グループもグローバルは非常に厳しい側面がありますが、全体的に足並みをそろえて進めていけて

いると思います。 
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新型コロナウイルスの影響をまとめて、定性的な表現で説明を 1 枚付けさせていただいています。 

マーケット、機械製造業。これは自動車を含めですが、先ほども受注のところで少し弱含みという

状況になっていますが、各社業績影響がかなり、この決算発表等いろいろされた状況を見ると、出

ているということで。投資の抑制の傾向は出てきていますし、今後もある程度出てくるだろうと。 

金融系・流通系についてもデジタル化の流れが変わらないものの、これはやっぱりこの新型コロナ

ウイルスの影響で少しシステム化の先送りといいますか。案件の先送りというんですか、そういう

ものも一部あったりして、需要減は発生しているなと。 

公共系はあまり関係ないですが、一部 GIGA スクール等ではプロダクト販売のほうが好調になって

います。 

海外ビジネスはちょっと、多少プラスのところもありますけれども、全般としては停滞傾向になっ

ている状況です。 
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ただ、ここにあるようにシステムインフラ構築とかインターネットビジネス分野、これは後でもう

少し説明しますが、多少、緊急事態宣言下での業務の停滞なんかもあって、十分動いていなかった

ところもありますが、ここは好調を維持している。 

社会基盤・通信関係、この辺も順調に進んでいます。 

PC 関連、在宅系のライセンス、テレビ会議等も含めた、こういうライセンスですね。あと当社が

やっている WiFi ルータビジネスなんかは、非常に好調と。ただサプライチェーンの問題なんかで

少し商品調達が滞ったりも 3 月、4 月でありましたので、この辺が少し課題だったと思います。 

業務推進体制といっているのは、いわゆる在宅で、当社自身がビジネスがうまく回っているかとい

うことですが。実は 2 月 17 日から当社内では緊急事態宣言を進めていて、社員の感染者はほぼい

なかったのですが、実はここ 2～3 週間の間に複数の新型コロナウイルス感染者が出ておりまし

て、直近になって影響が出ていると。 

3 月段階で実は協力会社さんから 1 人、新型コロナウイルスの陽性認定を受けたこともあって、そ

の当初、かなり一生懸命、感染者が出た対応をやった。そういう経験値の蓄積なんかもあったおか

げで、ここ 2 週間、結構な人数が出ているんですけれども、あまりどたばたせずに。どたばたして

いますけれどもね、陽性者の対応はできて、ビジネスとしては順調には動いているということで

す。 

当然、在宅、オフピーク。緊急事態というので、緊急避難的にも在宅をやりましたが、これは常態

化しつつあると。この生産性とか品質とか、この辺は大きな影響を受けていないですし、各グルー

プ会社も業態に応じて運営していけていると。 

こういうこともあって先行投資、移動費用はものすごく下がっていますし、人材投資コストはやっ

ぱり需要減が少し見込まれるところについては抑制気味に進めていますので、採用費、教育費等々

は減少していますと。 

今後の見通しなのですが、マーケット状況。機械製造業とかこういう自動車を含めて、サービス業

を中心に海外を含めて、投資回復は簡単には戻ってこない可能性があるなと。ただ必要な部分での

投資は続けられてはいるんですけれども、急にまた拡大するとか、そういうことはあまりないかも

しれないなとは思っています。 

ただ、新型コロナウイルスでデジタル化の後押しになった部分。これは在宅とかいろんなデジタル

化のテーマはありますが、これについては投資継続はしていくだろうと。改めてこのコロナ禍でデ

ジタルトランスフォーメーションを進めないといけない機運も、一部では出ていると思います。 
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ここにあるインターネットとかシステム構築の部分は、これは仮想化の環境も含めて、この新型コ

ロナウイルスの影響は逆にいえば追い風になって、プラスになっていくんだろうなと思っておりま

す。 

在宅、これは今まで十分やってこれています。ただ課題も当然あるので、改善をしながら、いつい

かなるときも在宅で、通常会社に出ていくようなビジネスであっても、必要なときには在宅できる

ように。そういう環境をどんどん整えていこうと思っています。 

移動等のコストは今後も抑制できるだろうと思っていますし、一方でこの仮想環境を今もわれわれ

は持っているわけですけれども、利用者が増えていることもあって、こちらは社内でもっと有効に

使えるような投資。リモート環境や生産性向上のための社内環境の整備等の投資は、これからもど

んどん進めていこうと思っております。 

 

これはトピックスになりますが、インフラ分野、IT インフラとわれわれがいっている分野で、

VMware についてはパートナーオブザイヤーをこの 3 月にわれわれは受賞しております。 
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ここに書いてあるようなアジアパシフィックおよび日本地域では、われわれがパートナーオブザイ

ヤーということで表彰されたと。 

ハイブリッドクラウドとかパブリッククラウド、マルチクラウドを問わずに、非常に促進する技術

でございます。 

ちなみに当社でも VDR の仮想環境は、全社員用にさらに強力に今、強化して進めているのです

が。これは一部社内のデータセンターを使ってのコスト削減するのと、緊急時に何人でも追加的に

VDR を仮想環境を使えるような、そういう環境を今、当社内ではつくっています。 

それ以外には AWS のほうでは、パートナーネットワークというのがありまして、これは最上位。

日本では 10 社ぐらいだったと思いますけれども、プレミアムということで認定されておりまし

て。AWS のビジネスも非常にこれから広がっていくだろうと思っています。 

セグメント、こういう表現では今まで出していないんですけれども、あえて。 

インフラ構築分野、これは昨年度で見ると 130%ぐらいの成長ということになります。VMware、

AWS、これ以外に MS とかもあるのですが、MS とかはライセンス等もあるので、この辺に入れず

に、今ここは評価していますから。MS 事業もやっぱり同様のビジネスの拡大はできていまして、

この辺のクラウド、インフラ、そういったような分野についてはおそらく今後もかなり拡大成長し

ていけるだろうと思っております。 
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もう 1 個、EC、ネットビジネスと表現していますが、これは昨年の 12 月の決算発表のときに出さ

せていただいた資料です。 

EC 市場はかなり大きなマーケットで、Amazon との協業とかいろんなことがあって、かなり皆

様、積極的に強力に投資されている流れであると。これも新型コロナウイルスの影響の中ではさら

に促進されているという気がしております。 

もっともっとこのネット系を強化しようということもあって、これも上上で表現しているのです

が、前年に比べて 120%。これは BtoC が非常に多いわけですけれども、当然 BtoB のところも、

EC という名前で呼んでいいのか分からないですけれども。インターネットを使った BtoB 取引も

非常に今、伸びてきているということでございます。 
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車載ソフトウェアですが、これも CASE とその他を分けてここに書いてあるように、CASE 分野と

その他と。昨年の表現だと CASE ってものすごく伸びていて、その他の分野がちょっと伸びている

というぐらいでしたが、少し鈍化しているところであります。 

CASE 分野は、中長期的には非常に開発需要はあると思っているんですけれども、やっぱり各社か

なり事業影響を受けていることもあって。潜在化と表現していますが、先延ばしとか、少し抑える

とかいう動きは当然、出てきていると。 

その他分野については、できるだけ投資を控える分野も当然出てきていると。このようなことにな

っています。 

これは、今までのハイペースでぐっと伸びていくのから、少し足踏みをせざるを得ないだろうとい

うことで。お客様の投資動向や技術分野ごとの需要を見きわめながら、開発体制なんかを柔軟に見

直しています。 

一方、先進性の高い分野については、これは少し今、投資抑制みたいなことになっても、当然必要

になってくることですので。モデルベース開発とか、AutomotiveSPICE とか、ドライブシミュレ
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ーターみたいな話については、この辺の研究開発を含めたものについては継続的に取り組んでいく

ということで、自動車分野については進めていくと。 

 

これはプロダクト・サービスです。これは全体で 25%伸びて、自社のところもかなり伸びてい

て。ライセンスビジネスも非常に伸びているのを表して。単なる物販は少し、伸びていますけれど

もそれほどではないですね。 



 
 

 

サポート 

日本    03-4405-3160    米国   1-800-674-8375  

フリーダイアル 0120-966-744 メールアドレス support@scriptsasia.com 

23 
 

 

この自社プロダクトの話が 1 個最後にありまして、これも昨年、FS030W が好調で。44 万台発売

しています。 

前回、昨年の決算発表ではシェア 2 位みたいな感じになっていたのではないかと思いますけれど

も。これはめでたく 1 位になって、SIM フリーのモデルの中では非常によく売れて、よく使われ

ていると。これはコロナ禍での在宅等だと思うんですけれども。在宅とか、さっきの GIGA 構想の

話にもあると思いますけれども、こういうルータの必要性は非常に今、ニーズが高まって。市場と

マッチして、非常に好調です。 

そんなこともあって、これはだからつくったわけじゃなくて前から企画していたわけですけれど

も。モバイルでもホームルータとしても使えるような、こんなルータを置くようなホームキットを

付けたやつを販売開始しました。これも今、お引合いは非常に好調になっています。 

販売拡大はこれからになるんですけれども、非常に好調なかたちでスタートを切れているというこ

とです。 
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今まであまりこの辺は説明していなかったですけれども、このコロナ禍の中で非常に当社のプロダ

クトですごい売れ出しているのもありましたので、あえてご紹介させていただきます。 

以上で、私の説明については終わらせていただこうと思います。どうもご清聴ありがとうございま

した。 

  


