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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 月期決算説

明会を開催いたします。本日は大変お忙しい中、ご参加賜り誠にありがとうございます。 

それでははじめに、本日の出席者を紹介させていただきます。出席者の方はご挨拶、一礼をお願い

いたします。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。 

司会：取締役専務執行役員、渋谷正樹でございます。 

渋谷：渋谷です。よろしくお願いします。 

司会：取締役専務執行役員、新井世東でございます。 

新井：新井でございます。よろしくお願いします。 

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。よろしくお願いします。 

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：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させていただきます。まずはじめに、坂下より決算内容につ

いてご説明させていただきます。 

説明後に質疑応答の時間を設けております。会社名とお名前をお知らせいただき、ご質問のほどお

願いいたします。 

それでは、これより 2020 年 12 月期の決算についてご説明させていただきます。坂下社長、よろ

しくお願いいたします。 
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坂下：私のほうから、決算内容の説明をさせていただきます。 

2020 年 12 月期の決算説明をさせていただきます。 

連結業績ハイライト、これはここに数字を見ていただければ分かりますが、4 クォーター累計で

2,409 億円と、営業利益で 159 億円、経常利益 163 億円、当期利益が 85 億円ということで、それ

ぞれ前同比 104.3%、120.4%、118.9%、109.4%と。 

上に書いてありますが、売上はここにあるようにライセンス販売、プロダクト・サービス、組込系

/制御系では社会インフラ、業務系ではシステムインフラ構築等が堅調に推移ということで、この

数字になったと。 

営業利益は増収増益になって、こういった数字になったということでございます。 
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連結営業利益のプラマイをグラフにした感じですが。 

売上総利益の増加で営業利益がかなり押し上げられていますが、それ以外、販売管理費の抑制。当

然、人材教育投資は行ってはいるのですが、増えてはいるのですが、いろんな販売管理経費の節約

という部分。これはコロナの影響もございます。そんなことで、営業利益が 159 億円という数字

で、前年比 120%という数字になっております。 
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4 クォーターの数字ですが、ここに書いてあります。 

売上高で 592 億円と、前同比 104.1%。営業利益ベースで見たら 33 億円で、前期比 130%弱という

ことで、売上は 104%でしたが、営業利益がかなり伸長しているのを見てとれるでしょうというこ

とです。 

原価率は若干増えているということですが、不採算案件なんかが前年にあったことで、その分は改

善ということでございます。 

販売費及び一般管理費は前年から横ばいで、人材投資なんかは増えているんですけれども、コロナ

でのこういう通勤、出張等の経費が減少したということでございます。そんなことで、4 クォータ

ーの営業利益は前年よりかなりプラスになったと。 

第 3 クォーターのときに、ここの売上の前同比がマイナスになったと思いますけれども、第 4 クォ

ーターではこの売上のところも、前年比プラスに転じることができたということでございます。 
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グループ各社です。 

本体、富士ソフトはここにありますように、売上で 109.3%、営業利益で 120%弱ということで、

これは先ほど書いたような部分が好調と。プロダクト・サービスもリモートワークの普及などで、

ライセンス販売等が好調と。これは後で出てきます。増収増益、増益ベースのほうが少し大きいと

いうことです。 

サイバネット、売上こそ 101.5%ですが、142.4%という営業利益。ここに書いてあるように、国内

と米国とは少し減収ベースになっているのですが、IT ソリューションサービスとか、台湾、中

国、この辺がプラスで増収というかたちです。営業利益は、全般で人件費の削減等々で増益になっ

たと見ていただけると思います。 

ヴィンクスも、減収大幅増益と。売上高については、このソフトウェアプロダクトの売上は増加し

たんですけれども、このハードの受注遅れ等で、少し売上は前年からマイナスになっています。利

益は、生産性向上等々でかなりの増益基調と。 
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サイバーコムも、減収の増益と。売上高はやっぱりコロナの影響等で延伸とか縮小とかいうことで

減少はしているんですけれども、営業利益は同じように生産性向上と経費の減少ということで、プ

ラスに転じている。 

ビューロは減収、小幅ですが減益と。売上高はコールセンター、BPO サービス、地方自治体、民

間、こういうところは堅調と。ただ、官公庁が大型のものが受注できなかったことで、減収幅とし

ては大きくなったということでございます。 

 

連結セグメントの売上、営業利益でございます。 

見ていただければ分かるように、ここは組込系/制御系ソフトウェア、この欄が皆さんなかなか見

られるのではないかと思うんですけれども、4 クォーター累計で前年比なんとか並みと。営業利益

については 110%、売上で 100%。業務系で 103%、営業利益ベースでは 121%と、業務系のほうが

利益幅はかなり大きくなっていますと。 

プロダクトがかなり伸長して 115%、営業利益面でも 163%ということで、かなりプラスになって

います。 
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ここに書いてあるように、組込系/制御系についてはこういったところが好調と。業務系について

も、繰り返しになりますが、システムインフラ構築やインターネット、こういったところが好調

で、利益も出てきていると。 

プロダクト・サービスについてはここに書いてあるように、ライセンスと自社プロダクト、これで

115%、163%といった数字になっています。 

アウトソーシングは、これは若干じわじわ海外顧客の店舗休業等々で、海外で売り上げた一部顧客

の店舗数にディぺンディングした売上等の減少も、ここには含まれて減収と。営業利益は、販管費

抑制なんかで少しプラスになっていますけれども、減収という状況になっています。 

 

連結損益計算書。 

これはあまり説明するところはないのですが、販管費や一般管理費は、この通勤、出張、移動、こ

れが結構費用としては削減、マイナスになっていますね。 
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特別利益と特別損失、これは有価証券は継続的に今、政策持ち合い株みたいなものはずっと売却し

ているということと、特損はコロナウイルスとか事務所移転等々があって、この辺は特損が出てい

るということです。 

 

貸借対照表。 

流動資産、これは運転資金を確保したのを昨年やっておりますけれども、その分と。固定資産、こ

れはオフィススペースは継続的に確保していますので、その建設資産が増えています。 

流動負債と固定負債については、この運転資金の確保。短期資金調達が少し増えて、長期借入は返

済して、こんな流れになっているということでございます。 
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キャッシュ・フロー。 

ここについては、営業活動によるキャッシュ・フローについては増収があったことでプラスと。投

資活動は、これはマイナスになっていますけれども、オフィススペースに使ったことと。財務活

動、これは先ほどの運転資金等の借入ということで、プラマイが出ていると理解いただければいい

んじゃないかと思います。 
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受注と受注残高でございます。 

ここに少し書いてありますが、組込系/制御系についての受注高、これが前年割れをしておりま

す。売上も前年並みで、受注残高は前年少しですが割れているのが現状と。 

業務系ソフトウェアについては、受注については前年プラス、売上でもプラスになって、受注残高

もかなりプラスということになっています。 

プロダクト・サービスは、先ほど来言っているように好調の、プロダクト・サービスの部分につい

て受注、売上、しかもまた受注残もかなり増えていると。アウトソーシングは受注残高もマイナス

と。 

この下に書いてありますが、組込系/制御系のソフトウェアのところについては、98.4%という前

年割れの受注ではあるのですが、これを並べてみると、1 クォーターが 108%、このときはまだ受

注好調と。2 クォーター辺りから少しこの辺のコロナの影響等で 94%、95%という、これは前年比

ですね、なっていたのですが、今回 98.4%ということで、組込系/制御系についても前年割れはし

ておりますけれども、明らかに回復基調になりつつあると。 
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業務系は前同比 101.7%ということで、これは受注をクォーターカットにすると 1 クォーター

107％、2 クォーターに大きく 81.1%と落ち込んだのを 3 クォーターで回復して、4 クォーター、

101.7％とそれほど大きな伸びではございませんが。受注残高としては 104%、前年をゆうに超え

てきているということで、ここも若干でこぼこはありますが、十分戻ってきていると考えていま

す。 

これら二つ合わせたシステム構築分野では、こういった推移になって、両方合わせると 2 クォータ

ーが底で上がってきたと見てとれるのではないかと思います。 

プロダクト・サービス、これは細かいカットをしていませんが、前同比 130.8%とかなり好調と。 

アウトソーシングは 77.7%で、これは全体からすると大した数字じゃございませんけれども、あま

り好調ではないということでございます。 

 

配当については、これは期初予定どおり、23 円のベースの配当に記念配当 5 円で、年間では 51 円

ということでさせてもらおうと考えております。 
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ここまでが 2020 年度の実績のご説明ということですが、2021 年の業績予想ということに移らせ

ていただきます。 

 

定性的な部分で、取り組みの成果ということで。 

新技術、AIS-CRM をずっと伝えておりますけれども、この部分と付加価値の高い部分にどんどん

シフトしていこうと。この二つの相乗については、ここに書いてあるようにロボット系、FA とか

やっぱりマーケットの投資抑制ってあるのですが、DX ニーズという意味ではこの AIS-CRM って

すごいそれに絡みますので、これは成長しております。 

特に、システムインフラのクラウド化では大型とかどうこうって、これは比較的、堅調に好調に推

移していると。 

人材強化を行いながら、受託開発事業を着実にということについては、当然増員もかけております

けれども、在宅が今回コロナのポイントになっています。ここも在宅できちんと業務運営ができ

て、大きな問題も起きずにしっかりと運営できているのが、コロナ禍での影響に対応できているこ

とになると思います。 
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プロダクト事業は、これはプラスに働いて、非常に良いかたちで追い風になっている。 

あとグループ全体としての成長と積極的なグローバル展開ということで、グループは減収になった

ものもあるんですけれども、いろんな手を打ちながら利益を確保しつつ、グローバルはこのコロナ

の影響で少し足取りが悪かったところもありますけれども、グループ各社はそういうのも吸収した

上で増益を進めてくれていると思っています。 

 

2020 年のマーケット感とかを、うまく説明しようと思って絵を描いてみたんですけれども、ちょ

っとだけ。 

こっちが分野が書いてありますけれども、この赤い点々点々って書いてあるところ、これがコロナ

でマーケットへ影響したといわれる印象ですね。そこに従来分野、いわゆるわれわれが今までやっ

てきた受託を中心とした表現。さらに AIS-CRM 分野を横に並べて、全体感をここに言葉で説明し

ています。 

組込・制御でいくと、機械製造業は非常にコロナは影響していると思います。われわれも従来分野

もやっぱり影響を受けていると。これは IoT とかセキュリティとか、こういうやつはそうはいって
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も投資はされているんですけれども、やっぱり機械製造業、自動車を除く部分でいっても、抑制傾

向だったのが 2020 年度の状況だなと。 

自動車分野は、やっぱりコロナでものすごいビジネスへの影響があったこともあって、従来分野が

落ちているものの、CASE 系っていうんですか、この辺は案件については引き続きあったと。減速

ペースが上期から下期にかけて結構大きくなったと思っていますけれども、そのペース自体は底堅

くなってきたと。ここからプラスになってくるという状況になってきたと思っています。 

社会インフラは好調。これは 5G とかの通信キャリアのところも含めて好調を維持。コロナ禍の影

響はあまり受けていないと思います。従来分野がプラス。 

業務系については、金融は当社から見たら回復途上ということで、コロナの影響はあったんですけ

れども、従来分野とか、こういう DX 系、この辺はプラスに働いている。 

流通・サービスは堅調です。やっぱりコロナの与えた影響も少しあるのですが、従来分野を含め

て、特に当社のニューリテールといわれているような分野にも力を入れていますので、その辺が好

調に推移していると。 

製造業、これもコロナの影響は、業務系分野でもやっぱり影響を受けていて。ただ、われわれから

見ると、DX 絡みの基幹システム対応とか、そういうテーマもありますので、これはマーケットと

は関係なく比較的堅調に。クラウドの分野はリフトアンドシフトのリフトというやつですか、この

辺は製造業なんかも非常に活発。 

システムインフラ、ネットビジネス関連は、これはやっぱり活況なのですが、コロナの影響は多少

受けたのですが、結果的な数字としては 2 桁をゆうに超える成長で、プラスということです。特に

クラウドなんかを使った部分については、かなり良い影響が出てきていると。 

官公庁系については、マーケットはそれほど大きく影響していませんので、堅調。ちょっとわれわ

れの従来仕事はプラスになっているかなと。 

プロダクト・サービスはクラウド、マイクロソフト、自社商材と書いていますが、これはコロナが

プラスに働いて、われわれも活況になってきているということになります。クラウド商材はもちろ

んプラスと。 

アウトソーシングについては、残念ながら少しマイナス傾向ということに。 

これが 2020 年度、ちょっと影響をうまく説明しようと思ってこういう絵をつくってみたんですけ

れども、皆さんにお伝えできていれば幸いだと思っております。 
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さっきも説明しましたが、車載。これはクォーターカットで見たら、売上高は当社の中でずっと下

がってきています。 

これは非常に予想するのが難しいところがあるんですけれども、足元では引合いは回復傾向にもあ

りまして。2021 年、場合によっては急に伸びるかもしれないんですけれども、今のわれわれの見

立てとしては、2021 年は穏やかな復調を予想しています。 

後半には何か DX テーマということで、結構伸びてくるとは想定できるんですけれども、穏やかに

上期はいって、下期辺りから増えてくるということになるんじゃないかなという見立てです。DX

テーマ、あと底堅い投資需要の分野、この旧来型機能の開発部分については抑制傾向かなと、この

辺で伸びていくとわれわれは見立てている状況です。 
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何回も出てくるシステムインフラ分野ですけれども、やっぱりコロナの影響で一部保留も見られて

いましたが。やっぱりデジタルトランスフォーメーションの中で、このクラウド化とか仮想化と

か、そういうことを進めていこうということで好調です。 

ここにある、プレミアムコンサルティングパートナーであるアマゾン AWS については、移行コン

ピテンシーとか、AWS Well-Architected パートナープログラムの認定なんかを受けています。 

これは金額レベルでは 140%、お客様レベルでは 180%の成長をして。特に大型の、これはツムラ

さんと蔦屋さんの名前をここに入れさせてもらっていますけれども、結構、大規模な移行という案

件もかなりやらせてもらうようになってきている。 
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プロダクト・サービス、全体としては 15%。自社プロダクトとライセンスが伸びています。物販

はいろんな意味でマイナスに少しなっているということでございます。 
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その中で、このリモートワークと GIGA スクールというのは結構、良い影響を与えているので、こ

こに表現しているのですが。 

リモートワークの定着ということもあって、このマイクロソフトは Teams とかを皆さん使うこと

もあって、マイクロソフトライセンスの売上が非常に、プロダクトライセンスですね、これは増え

ています。 

一方で、GIGA スクール構想の中では現場にパソコンを配るとともに、必要なコンテンツとあるい

はそれに関連する仕掛けは、当社のみらいスクール等の教育関連サービス、プロダクトが対応でき

るということで、この GIGA スクールの影響でみらいスクールのほうも伸びている。 

これは両方の影響なんですけれども、WiFi プロダクトですね。SIM フリー向けのモバイルルータ

が非常に前年から増えていまして、シェアもコロナ禍ではありますけれども増えて、当社が 1 位を

占めているということで、これは非常に今回のコロナを追い風として伸びたプロダクトになってい

ます。 
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コロナウイルスのことを 2020 年と 2021 年を比較して、まとめて表現した絵をつくってみまし

た。 

この考え方ということは、2020 年は緊急事態宣言に先駆けて、いろんな対応をしてきました。こ

れからはコロナウイルス、ワクチンとかいろんなことが出ていますが、一定程度、継続ということ

を前提に経営環境の変化に対応するという考え方で進めようと。 

お客様とのコミュニケーションについては、常駐という業務もわれわれは持っているわけですけれ

ども、案件の持ち帰り化も進みました。在宅も進めていますし、そういう意味では在宅をしながら

オンサイトでもプラスということで、あまり影響を受けずにコミュニケーションができるだろう

と。 

業務推進体制、これは在宅、オフピーク、研修等のオンライン化。コストも削減できます。課題で

あると考えた生産性、品質、ルール等も見直しをしながら進めて、一定の生産性、品質は保ててい

ると。 
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ここに書いてあるように、在宅勤務は引き続き 3～4 割は常時行う中で、感染拡大が起きたときに

7～8 割できるような、そういう柔軟な環境。これは運営面だけではなくて、通常は当社のデータ

センターでの仮想環境で動かすけれども、たくさんの人が急に在宅とかリモート環境を使いたいと

きにはクラウドを使って、そのときだけ一気に増やすことができるハイブリッドな VDR 仮想環境

を当社内にもつくって、うちの社員が自由にというか、柔軟にそういう在宅勤務ができるような環

境も、これは構築して既に運用を始めています。 

それ以外のオンラインはものすごくやっていますし、賃貸オフィスなんかは在宅で空いた分につい

ては解約を進めて、コスト削減は進めております。これはもう始まっていることです。 

これは今まで表現していませんが、当社内でも DX も、別にコロナが機というわけじゃなくて、こ

のデジタルトランスフォーメーションの流れの中ではかなり取り組んでいまして、社内での AI 利

用とか、開発シーンでの AI 利用、これは PoC とか昨年もかなりやってきています。 

今期は当社のバリューチェーンにおける AI 利用や、仮想オフィス空間でのコミュニケーションの

強化と、IoT 実装による生産性向上の実施、セキュリティも強化。これは、われわれはいくつかの

マスコミで取り上げられているんですけれども、仮想オフィスをつくって、そこに社員が出社する

と。そこでは在宅の人も出勤している人も、仮想空間でアバターを使って会話ができる環境をつく

っています。 

それでコミュニケーションの強化を行っているわけなんですけれども。われわれは 1 人 1 台のタブ

レットなんかも社員には配っていたりしますので、そういうところでの IoT を使った、働き方のデ

ータ利用、あるいはさっき言った仮想オフィス空間を使って、働き方をデータ化して生産性を上げ

ると。こういったことも今期取り組んでいっている状況であります。社内のデジタル化も、われわ

れ自身のデジタル化も進めていっていると。 
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市場環境等々を考えた場合には、どんな状況になりそうかというのをここに書いています。 

組込系/制御系、機械製造業、これが 2020 年度当初はコロナの影響で非常に落ち込んだと。米中

貿易摩擦の影響もあったと思うのですが、中国市場が復活して、かなりお客様の業況は回復基調に

あると。 

この辺、今期どれぐらい影響するかははっきり見えていないところなのですが、昨年度にプラスア

ルファの開発需要を想定して、体制の適正化と。一部、機械製造業とかから、ほかの分野に人って

かなりシフトしていますので、その辺の体制は今、整備しながら進めていっていると。 

自動車は徐々にかなり引合い戻っているなという実感があって、需要回復を見込むんですけれど

も、どれぐらいのペースになるかって見えていないんですよね。それにプラス、われわれモデルベ

ース開発とかシミュレーション技術とか、CASE 関連、この辺はそんなに底堅い需要はありません

で、こういうのをプラスしながら、かなり自動車は自動の ECU 開発みたいなやつが少し足取りが

悪くても、十分成長できるように今期は進めていこうと思っています。 
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社会インフラ、これは 5G とか通信分野、これは着実に体制強化を推進しながら、ここも増えてい

くだろうと。 

金融は、需要回復と DX ニーズはずっとありますので、この辺でしっかりとわれわれが対応してい

けば伸ばせるのではないかと。 

流通・サービスは、ちょっとコロナの影響で投資抑制はありましたが、再開あるいはニューリテー

ル系ですね。この辺については非常に需要があるということで、この辺を積極的に対応していく。 

製造業も、DX 関連については進めようという意欲は見えていますので、若干足取りが遅いところ

もあるのですが、この辺は積極的に展開していくと。 

システムインフラとかネットビジネス、われわれが成長分野と見ているところについては、これも

コロナ影響という意味では一部案件が、全体としては伸びているんですけれども。やっぱりテーマ

によっては保留されたりした部分があるので、こういう案件再開されていくので、受注ペースが上

がってくるのを期待していると。上がってくると見ているということです。 

官公庁、自治体については、デジタル庁関連のニーズがまあまあ出てくると、出てきているという

ことで、これは積極対応していこうと思っております。 

プロダクト・サービスについては、さらに商材を拡充することと、今の需要等々はしっかり取り込

んで、これも対応していこうと考えていると。 

こういったことを考えております。 
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それで通期業績予想ですが、売上高前年比 103%、営業利益で 102%と。われわれ、この連結の業

績予想はお約束ということで、絶対守るということでこの数字をつくらせて、出せてもらっていま

す。この数年 10%成長ぐらいできていて、2020 年 4%ちょいということで、ちゃんとした開示値

プラス、このコロナの突発的な影響でもしっかりと開示値を超えさせてもらっていますので。 

われわれは開示値はこう、させていただいて、開示の環境のプラスに応じて、もっと積極的な事業

運営をやっていこうとは考えております。 
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配当。これはその数値面、当期利益の予想に合わせて配当性向、まだまだ成長投資もやっていきた

いこともあって、これまでどおりの想定の配当性向で、配当額を決めさせていただいて、50 円と

いうことでやらせていただこうと思っています。 

コロナの影響は、まだまだ見えないところもあったりするんですけれども、そういったかなり市場

に影響を与えた中でも増収増益はできておりますので。これはまた今期、まだコロナの影響って続

くとは思いますけれども、さっきの業績予想を絶対守ることをベースに、われわれとしてはさらに

積極的なビジネスを展開していきたいと考えています。 

以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。 

司会：以上をもちまして、ご説明を終了させていただきます。  


