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イベント概要 

 

[企業名]  富士ソフト株式会社 

 

[企業 ID]  9749  

 

[イベント言語] JPN 

 

[イベント種類] 決算説明会 

 

[イベント名]  2021 年 12 月期第 2 四半期決算説明会 

 

[決算期]  2021 年度 第 2 四半期 

 

[日程]   2021 年 8 月 6 日 

 

[ページ数]  38 

  

[時間]   16:30 – 17:19 

（合計：49 分、登壇：31 分、質疑応答：18 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） 
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取締役 執行役員   森本 真里（以下、森本） 

執行役員    梅津 雅史（以下、梅津） 

 

[アナリスト名]* 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。ただいまより、富士ソフト株式会社 2021 年 12 月期第

2 四半期決算説明会を開催させていただきます。本日は大変お忙しい中、ご参加を賜り、誠にあり

がとうございます。 

それでは初めに、富士ソフト株式会社、本日の出席者を紹介させていただきます。出席者の方は名

前を読み上げられたあと、ご挨拶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。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。 

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 執行役員、森本真里でございます。 

森本：森本でございます。よろしくお願いいたします。 

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。まず初めに、坂下より決算内容につい

て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、ご質問くださいますようお願い申し上げます。 

それでは、これより 2021 年 12 月期第 2 四半期の決算についてご説明させていただきます。坂下

社長、それではよろしくお願いいたします。 
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坂下：では私の方から、この資料を使いまして決算説明をさせていただきます。 

まず、連結業績ハイライトでございます。 

下の表を見ていただければ分かるんですけれども、売上高 1,325 億円、前年比 108%ですね。営業

利益 87 億円、103%。経常利益が 94 億円、109%と。当期利益が 46 億円、120%ということで

す。 

上に書いてありますが、売上はこのライセンス販売およびハードウェア製品中心のプロダクト・サ

ービスが好調ということで推移をいたしました。業務系分野では、システムインフラと金融、この

へんが好調だったということでございます。 

営業利益は、増収により増益ということで、103%なんですが、経常利益での為替差益、これが入

っております。当期利益については、投資有価証券売却益等が入って、120%という数字になって

おります。 
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営業利益の状況。 

増収分で基本的にはプラスなんですけれども、原価率が若干プラスになっている部分でマイナスに

なっているのと販管費のプラスと。そういったことで前同比のプラスになっているということでご

ざいます。 
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2 クォーターの区間実績でございますけれども。 

売上で 665 億円。営業利益で 41 億円ということで、前期比で見た場合、いずれもプラスという数

字であります。 

売上原価率は、前期に GIGA スクールのハードウェア物販があったことにより、ちょっとマイナス

ということになっていますが、販管費および一般管理費は少しプラスということになっておりま

す。こういうことで、営業利益が 41 億円という数字になっております。 
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これは上場企業の数字でございます。 

本体、富士ソフトの方は、売上で二桁 110%。営業利益は前年割れということになっております。 

ここにも書いてあるように、業務系ではシステムインフラ、金融系と。プロダクト・サービスでは

ライセンス販売やハードウェア製品が好調と。営業利益は、プロダクトミックスの若干の変更のと

ころに、一過性の不採算案件というのも出ていることもあって、若干マイナスと。 

プラス、業況変化に伴う受注体制を強化しようということで、先行人員を増加ということで、若

干、2 クォーターではプラスなんですけれども、1 クォーターの若干のマイナスを引きずって、1

－6 月期では若干のマイナスということになっております。 

サイバネットは、ここにも書いてあるように、国内の CAE および海外が増収ということで、売上

よりも営業利益の伸長はできたと。 
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ヴィンクスは、海外売上は、特にアジア系ですね、コロナの影響があったんですけれども、国内に

ついては顧客の深耕ということがプラスになって、営業利益は特に生産性、このへんのプラスで売

上よりもかなり伸長したということです。 

サイバーコムについては、ソフトウェア開発事業においては通信とか業務系開発案件が好調と。サ

ービス業において、自社プロダクトの案件も好調ということで増収。営業利益は、このへんの増収

と経費の減少等も含めて、かなりの増益という状況です。 

サービスビューロにつきましては、地方自治体向けの BPO サービスやコールセンターサービスが

伸びたんですけれども、民間向けでの新型コロナウイルス感染症の影響による営業活動の停滞と

か、官公庁向けコールセンターサービスの一部終了ということで減収という状況です。 

営業利益は減収要因以外に、アウトソーシングのところについてはコロナの影響ということで、異

業種からの参入なんかもあり、価格競争なんかも発生して減益という状況になっております。 

上場企業の各社の状況でございます。 
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連結セグメント別の売上高・営業利益でございます。 

ここを見ていただけると、まず SI 事業のところについては、売上で 109%と、そういったかたち

ですね。営業利益率 6.5%で、前年比 106.3%。これが SI 事業と。 

システム構築分野が売上 105.4%の、107.7%というような数字です。その中の主力の組込と業務系

のところですが、ここにも書いてありますが、組込系／制御系ソフトウェアの分野については、売

上で 100.3%と、ほぼ前年並みということですね。営業利益ベースでは若干の減収ということにな

ります。業務系は 110%の、営業利益 128%と。 

ここに書いてありますが、組込／制御については、社会インフラ系は増加したんですけども、やっ

ぱり自動車とかモバイル、このへんがまだ回復途上ということで、前年並みということになった

と。利益のほうはですね、このへんはちょっともう少し業況回復ということが可能かなということ

で、ちょっと人員なんかを増強して対応しようとしたこととか、一部不採算案件なんかもありまし

て、前年から若干のマイナスということになります。 

業務系ソフトウェア、これについては、110%ということで、インフラとか官公庁っていうのは好

調と。ここも実は一部不採算案件なんかがあったんですけど、そういうのも吸収して、営業利益は

かなりの伸長をしたということでございます。 

プロダクト・サービス。これは他社ライセンスあるいは製品販売が好調ということで、117%とい

う数字になっております。営業利益は、このへんのものでの伸長ですんで、その増収効果というの

は 105%ということで、売上の伸びよりは少し留まっているということです。 

アウトソーシング。これは子会社ヴィンクスでございますが、海外顧客の店舗休業等の影響が出

て、アウトソーシングの減収と。若干減っているということですね。ただ、営業利益はいろいろな

コスト抑制効果とかも含め、若干プラスというような数字になっております。 
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損益計算書。 

あんまりポイントはあるわけではないんですが、原価率のところ。これはプロダクトミックスの変

更ということと、先ほど言った不採算で若干増加ということでございます。 

２番の販売費および一般管理費。これも採用増加など、積極的には投資も行っていますので、この

へんで少し増えていると。 

特別利益、特別損失。ちょっと増加になっていますけれども、特別利益は政策保有株式売却、これ

は継続的にやっている部分ですけれども、このへんの売却での投資有価証券と。あと、特別損失に

ついては、関係会社の売却損および有形固定資産の損失ということで、ちょっとプラマイが発生し

ているということでございます。 
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貸借対照表。 

これもあまりポイントを挙げて言うところ少ないんですが、この投資その他資産のところ。これは

先ほど言った、政策保有株式を売却しているので減っているということと。 

この短期借入。これは昨年の 3 月、4 月ぐらいだったと思うんですけれど、運転資金を手元で流動

性を高めようということで確保しましたので、その借入の返済ということでマイナスになっている

ということでございます。 
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キャッシュ・フロー。 

営業活動の方については、この 95 億円という数字で、かなり増えているんですけれども、これは

前年にライセンス調達がこの期にあったということで、前同差は 44 億ということになります。 

投資活動によるキャッシュ・フロー。これも先ほど説明したように、関係会社株式売却、あとオフ

ィス投資ということで建設費用支出もあって、前同差は増加ということになります。 

あと、財務活動ですね。これは先ほど言った短期借入金の返済ということで、マイナスということ

になります。 
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SI の受注高・受注残高です。 

これも見てもらえば分かるんですが、まず組込／制御系のところ。これは社会インフラ系増加とい

うことですが、機械制御系および自動車分野が回復途上ということで、前同比 100%ぐらい。前年

よりはプラスになりつつあると。受注残高は売上との関係で、若干のプラマイがありますが、

99.2%ということです。 

業務系ソフトウェア。これは受注は流通・サービスおよび金融、官公庁が好調ということで

123.7%という受注と。それに伴って期末の受注残高も 126.3%と。これは高い水準で推移している

と。 

プロダクト・サービスについては、前年の大型の他社ライセンスおよびハードウェア販売案件があ

ったということで、ちょっとこれは減っております。それとともに、期末の受注残高も減っている

ということです。 
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アウトソーシング。これも、流通業の運用保守案件の増加等々で、これは微増ですが、ほんの少し

増えていると。期末受注残高、これちょっと 100%ぐらいということですね、前後しながら 94.6%

というような数字で推移している状況でございます。 

 

配当でございます。 

当初 25 円としていたんですが、今回当期利益がかなりプラスになったということで、上期で 26

円、1 円プラスということと。 

それを下期にも、期末にも配当をずらして、26 円ということで、それぞれ 26 円配当。中間および

期末それぞれ１円プラスということで配当したいというふうに考えております。 

数値面、ここまででございますけれども、業況を少し整理してお話をしようかと思っております。 
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これ、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、セグメント別売上高、これクォーターカットです

ね。 

ここは 2019 年の第 1 クォーター、2020 年の第 2 クォーター、2021 年の第 1 クォーターというふ

うに、連結の売上高を分離して。組込、業務、プロダクト、ファシリティサービスと色を分けて表

示しております。 

19 年から、ちょっと分かりにくいんですけど、トレンドを追っ掛けますと。 

2019 年、コロナ前の 1 クォーターというのは前年比 9.9%の伸長でしたと。これが 2 クォーターに

なって、プラス 10.6 と、二桁成長を続けていたと。3 クォーターになって 8.9。4.8。こういうト

レンドで来ていたわけです。 

2020 年、コロナ前の 1 クォーター、去年の 1－3 月期ということになりますが、ここまでは 8.1 と

ちょっと凸凹はありますが、二桁に近いような売上を伸長だったと。ここから、去年の 2 クォータ

ー、4－6 月期ぐらいですね、ここで組込系は伸び率が前年プラス、前年並みになったと。 
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さらに去年の 7－9 月期が売上マイナス。10－12 月期もマイナス。今年の 1－3 月期も売上として

はマイナスという状態で、3 期、この 0.4 まで含めると 4 期ぐらい、売上については影響を受けた

わけですけれども、製造業の業績回復とともに、この 2 クォーターというのはプラス 4.8 まで回復

してきたと。 

この 1 年間、ちょっとやっぱり苦戦したというのは否めないところなんですけれども。われわれち

ょっと製造業の分野については、景気観から少し遅れて影響するということもあって、われわれに

とってはこの 1 年間は、製造業、組込系というのはある意味じゃ少しダウントレンドの中で踏ん張

ってきたという状況であります。ここからプラスになっていくので、これからかなり良いかたちで

上っていくのではないかというふうに期待していると。 

業務系を見たら、24.3、27.8、20.7、7.0 という。そこから 3.8。業務系は去年の 4－6 月期あたり

からちょっと影響が出始めて、3Q でかなりマイナスになったと。ただ、4Q 段階ではかなりプラス

に転じてきているんですね。さらにこの 1－3 月期もプラス 9.8。2 クォーターも 11.1 ということ

で、業務系はこのへんやはり影響は受けていますけれども、半年ぐらいで回復したと。回復したと

言っても、コロナの影響でプラマイあるんですけどね。 

悪いところは悪い、良いところは良いというかたちで、それでもビジネスシフトなんかわれわれも

しながらですね、マーケットのシフトなんかしながら、需要のある分野にシフトしながらこのプラ

スはちゃんと勝ち獲ってきていると。 

ということで、ここからのトレンドもそんなには下がってこないだろうというふうに、下がってこ

ないじゃないですね、どんどん上がっていくだろうと思っています。 
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これがクォーター別の売上トレンドですけども、これは前年比で表しています。これは売上の絶対

数値で表現しました。これが組込で、こっちが業務系。 

ちょっと組込からいきますと。1 クォーター、2 クォーター、3 クォーター、4 クォーターと見た

ときに、1 クォーター、2 クォーター、これは 2019 年度のトレンドとしては、通常のトレンドと

しては、1 クォーターから 2 クォーターは同じ程度で、3 クォーター、4 クォーターとして上がっ

ていって、また 1 クォーターが上がるというこんな流れになっているんですけれど。コロナの影響

は如実で、売上高というのは下がって、絶対値で見ても前年比でも見てもこのへんは下がってきた

わけですね。 

ところが、1 クォーターで見たときには、この前年比で見た部分、下がっているんですけれども、

売上としては着実に上がってきていると。このトレンドよりはまだ緩やかですが、1 クォーターで

少し前期に比べたらプラスになってきていると。 

2 クォーターはですね、1 クォーターよりもかなりプラスになってきて。前年は 1 クォーターから

2 クォーターに落ち込んでいますけれども、2019 年見ても、通常だとイーブンぐらいのところプ
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ラストレンドになってきていますんで、絶対値で見ても組込系はプラスのトレンドに転じてきてい

ると。 

業務系については、言わずもがなと言いますか、かなりのプラスの調子。1 クォーターから 2 クォ

ーター落ちるのは例年そういうふうに業務系というのは動きますので、これは普通の動きと。これ

を見ると、全体的にこういう動きになっています。 

ということで、組込も業務系も、業務系はいち早く、組込は回復に転じてきたと見ていただいてい

いのではないかと思います。 
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15 ページと 16 ページって、受注で同じようなグラフ作ってみたんですけど、ほぼ同じトレンドで

すんで、これはあとで見ていただければと思います。 

そんな中、これまでやってきた経営のポイントということについてはまたご説明いたします。 
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上期の業況をサマリーしますと。 

組込・制御系分野。2020 年度の決算発表のときに使わせてもらった、コロナ禍が与えたマーケッ

トの影響というので、このへん組込・制御系については機械製造業とか自動車分野がかなりマイナ

スで。 

社会インフラはまあまあだったけど、業務系でも金融とか技術サービス、製造業、インフラとかネ

ットビジネスが好調と言ってもやややっぱり影響を受けたと。官公庁はそうでもなかったけれど

も。プロダクトは、逆に言えばコロナ需要みたいなのでプラスになったという。 

これがコロナ禍が与えたマーケットへの影響というのをお示ししていますけれども。 

それに対して従来分野とか AIS-CRM っていう当社がやっている分野はどうなったかというのがこ

の絵であります。 
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機械製造業については、赤丸ついたのが前の決算で説明したのと変わっているところなんですけ

ど、機械製造業とか自動車については、機械製造業は回復基調。前ダウントレンドだったやつは、

回復基調になってきています。やっぱりロボットなんかは、かなり回復基調が見えてきたと。 

自動車については、まだ数字としてはそんなに力が強いわけではないんですが、回復の兆しという

のが見えてきている。このへんの AI、IoT、Security と、こういった分野についてはかなりプラス

になってきています。 

社会インフラについては好調、従来分野好調ですし。こういう IoT とか、このへんについてもかな

りプラスになってきていると。 

あとは、この前の決算のトレンドとほぼ変わらずに、全体的には上がりめ。このへんのシステムイ

ンフラとかネットビジネスも一時期投資止まっていましたが、これはかなりプラスに、やっぱり

DX ですね、デジタルシフトで好調と。 

プロダクト・サービス分野についても、マイクロソフト系については DX 系も含めて好調なんです

けれど。自社商材、これは Wi-Fi ルーター系ですね。ルーター等はやっぱり在宅対応とかコロナの

影響もあって、かなりプラスだったものが、前年に比べたらマイナスですけれども、そこそこ当然

販売はできていますけれども、前回よりかは少しマイナストレンドと。モバイルのところですね。 

こういったのが今の業況かなというふうに思っております。 

ちょっとまとめて、今のが業況なんですけれども。 
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そんな中で上期の取り組みということで。 

われわれこの新技術への果敢な取り組みとか、付加価値の高いインテグレーション事業の推進とい

うことをずっとやってきています。 

ここについては、AIS-CRM という分野については DX というテーマで、かなり中核の技術となっ

てきていますので、DX 関連テーマでの新たな拡大ということを積極的に上期は展開していきま

す。セミナー等も開催していくと。 

あと昨今の流れの中では、やっぱりプロジェクトも大型化とか高度化しておりまして、昨今のデジ

タル技術と呼ばれている新たな開発手法を伴うようなテーマ、アジャイルとかマイクロサービスと

か、コンテナ適用等こういったものへの積極対応というのを行いながら、DX テーマというのはか

なり増えてきているのは事実です。 

ただ一方で、こういうテーマをやると、若干トラブル要素というのも出てきますので、今までとは

ちょっと違うかたちのトラブル抑制策の追加・強化なんかも行っています。一過性でいくつかトラ
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ブルも起こったりしていますけれども、このへんについては新たな対応策で抑え込んでいくという

流れでやっております。 

あと、人材強化とか受託開発事業の確実な成長ということについては、この採用・育成活動をテレ

ワークでやるという、これについては 1 年以上テレワークという動かし方とか、昨年も新人教育と

かをテレワーク配下でやっていますけれども、大きな影響は出ずに良いかたちでテレワークでの業

務というのも定着してきていると考えております。 

あるいはプロダクト事業については、あとで出てきますが、新たなコミュニケーション分野下での

マーケット変化への対応のプロダクト作りとかを進めていますし。 

グループ全体は凸凹いろいろありますけれども、全体としては良いかたちで増収基調になっている

ということでございます。 

 

先ほど説明したクラウド・仮想化分野についてなんですけれども。 
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われわれが得意としている VM とか AWS、これは二桁成長というのをじゅうぶん上期もできてい

るということで、そういった動きが評価されて、技術力、アライアンス強化等で各ベンダーより表

彰も受けていると。 

VM からはアジアパシフィックの Partner Innovation Award とか、AWS については Ambassadors

とか Top Engineers というかたちで表彰されて。 

このへんついては今後もかなり積極的に伸長を狙っていきたいマーケットということになります。 

 

Automotive です。 

当社から見ると、全体の 1 割に満たないような分野であるんですれども、車載ということについて

は、皆さんご興味もあるということでトピックスで出させていただいております。 

コロナ禍の影響はかなり解消したと思っています。ただ、半導体供給不足とかということもあっ

て、開発投資欲というのが少し抑制的ということもあるんですが、それも限定的で、EV とかモビ

リティサービス関連は拡大していくという流れになりつつある。 



 
 

 

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 

26 
 

実需というのはまだこうやって見ると、2020 年の 1 クォーターから 2 クォーター、3 クォータ

ー、4 クォーターって前年割れしてたんですけども、ようやく 2 クォーターで受注増に転換してき

たということで。 

先ほども機械製造業の説明もしましたけれども、やっぱり 1 年ぐらいは自動車も苦しかったと言い

ますか、やや受注については少しマイナス傾向でありましたけれども回復基調と。期待分野という

ことは、EV は非常に今すでに拡大しておりますんで、さらに強化していくと。 

これ以外に、自動車分野っていろんな取り組みをやっていますが、開発作業のデジタル化というこ

とで MBD、シミュレーション、AI、こういうものを強力に進めようということで。当社の、全社

に散らばっているものなんかを共有しながら今、強力に強化していっていると。 

また底堅い需要という意味ではネットワーク、コネクトという世界ですね。クラウドを含む通信・

情報処理に関する、このへんの引合いも増えていますので。これは自動車の本体の開発とは若干違

うところもありますけれども、これも当社クラウドってものすごい得意な分野ですので、人を集約

なんかして、自動車マーケットに対しても取り組んでいると。 

セキュリティにも同様に、自動車だけのセキュリティ研究だけではなくて、全社的にかなり共有を

進めている分野について、自動車にも適用していこうというようなことで、ECU の開発で培った

ノウハウ含めて強力にやっていこうと。 

あと、制御工学。これ EV なんかではいろんな新しいハードウェアに関連する知見なんかも必要だ

ということで、このへんの研究開発なんかも、研究なんかも進めています。 

Automotive 全体でいけば、需要が一旦低くなってこれから増えていくんですけど、新しい分野と

いうのはかなり出てきますので、これについては先取りできるように積極的に対応していくという

ことでございます。 
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プロダクト・サービス。 

全体では 18%。 

この自社プロダクト、Wi-Fi ルーターのところは若干下がりめですけれども、ライセンス、物販等

については、いろんなデジタル系の投資があるということで、このへんは積極的にしっかりと買い

取っていきたいということで進めております。 
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最後、プロダクト・サービス分野の取り組みということで。 

マイクロソフトとの協業によるテレワーク・DX 支援サービスということで。Teams なんかがかな

り広がったという。われわれがマイクロソフトからアワード、M365 とか、クラウドサービスをお

客さんにものすごく積極的に拡大したというとで、マイクロソフトさんからは非常に感謝をしてい

ただいて。クラウドと言えば当社というふうに認知していただいているということだと思います。 

あとそれ以外に、つい先日デスクトップフルサービスということで、当社独自のアウトソーシング

サービスとして、今テレワーク等で PC とかを在宅で管理するということがありますけれども、そ

ういったことも含めてハードウェアの選定からセキュリティ、資産管理、運用保守など、PC のラ

イフサイクルを一元的にまるっとわれわれが引き受けようというサービスをリリースしておりま

す。 

これに、M365 の活用等によって DX 化を強力に推進できるようだろうということで、これはマー

ケットに最近リリースしたばっかりですけれども、非常に反響があるサービスとなっております。 
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あと、これは何回かこういうところでご披露させてもらっていますけれども、コミュニケーション

活性化ノウハウ・ツールということで、コミュニケーションロスの対応ということで、この

FAMoffice も一部先行利用ということで進めておりまして。当然うちの社内でも使って、こういう

サービスデザイン手法なんかを取り入れながら今進めていると。 

こういうふうにメンバーを俯瞰しながらコミュニケーションできるということで、先行ユーザーと

か、もうすでにいくつか受注なんかも進めておりますけれども、かなり反響のある製品となってお

ります。こんなことも今進めながら、新たなプロダクト・サービスもどんどん展開していこうとい

うことになっております。 

以上で、私の発表を終わらせていただきます。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、決算、こちらの方のご説明を終了させていただきます。 

  


