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第2四半期 連結決算総括 

市場ニーズを捉えた事業展開により 
売上・利益ともに業績予想・前期実績を上回った 

 
 

• ネットワーク構築分野で大型案件を獲得して売上増 
 

• 売上増加および経費抑制により増益実現 
 

• 海外での拠点開設準備、R&Dセンターの推進など、 
今後の事業拡大に向けて取り組んだ 
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連結決算概況 (前期比) 

連 結 2011年3月期  

第2四半期業績 

2012年3月期  

第2四半期業績 

前期比 

増減額 増減比 

受注高 19,540 26,491 +6,950 +35.6% 
売上高 21,772 22,590 +817 +3.8% 
売上総利益 6,000 6,248 +248 +4.1% 

利益率 27.6% 27.7% +0.1p ― 

販売費・一般管理費 5,851 5,490 △361 △6.2％ 
営業利益 148 757 +609 +410.7% 

利益率 0.7% 3.4% +2.7p ― 

経常利益 208 828 +620 +298.2% 
利益率 1.0% 3.7% +2.7p ― 

当期純利益 △2 451 +453 ―     
利益率 ― 2.0% ― ― 

受注残高 17,757 22,865 +5,108 +28.8% 

（単位：百万円） 
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連結決算概況 （業績予想比） 

連 結 
2012年3月期  

第2四半期実績 

受注高 26,491 

売上高 22,590 

売上総利益 6,248 

利益率 27.7% 

営業利益 757 

利益率 3.4% 

経常利益 828 

利益率 3.7% 

当期純利益 451 

利益率 2.0%  

受注残高 22,865 

（単位：百万円） 

2011/05/06 

発表 
業績予想 

業績予想比 

増減額 増減比 

― ― ― 

21,000 +1,590 +7.6% 

― ― ― 

― ― ― 

△200 +957 ― 

― ― ― 

△200 +1,028 ― 

― ― ― 

△150 +601 ― 

― ― ― 

― ― ― 

2011/10/21 

発表 

業績予想 

業績予想比 

増減額 増減比 

― ― ― 

22,590 +0 +0% 

― ― ― 

― ― ― 

750 +7 +0.9% 

3.3% +0.1p ― 

820 +8 +1.0% 

3.6% +0.1p ― 

450 +1 +0.2% 

2.0% ― ― 

― ― ― 
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連結 主要PL項目推移 （前期比） 

売上総利益  6,248百万円 （前期比 +248百万円／+4.1％） 

   売上高増加による増加 ＋226百万円 

   売上総利益率の向上による増加          ＋22百万円 

経常利益    828百万円 （前期比 +620百万円／+298.2％） 

   営業利益の増加                   ＋609百万円 

   営業外収益の増加                                     ＋20百万円 

   営業外費用の増加 △9百万円 

当期純利益    451百万円 （前期比 +453百万円／   -     ％） 

   経常利益の増加                   ＋620百万円 

   特別損失の減少                     ＋63百万円 

  税金費用の増加               △230百万円 

 

営業利益    757百万円 （前期比 +609百万円／+410.7％） 

   売上総利益の増加                 ＋248百万円 

   販管費の減少                                     ＋361百万円 
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＜増加要因＞ 
販促費用の増加等 
 （業務委託費） 
 
＜減少要因＞ 
人件費の減少 
償却が進捗した事による減額 
  （減価償却費） 
一部のれん償却終了           
 
＜ご参考＞ 
2010年9月末 連結人員数 1,931人 
2011年9月末 連結人員数 1,948人 
      （+17人） 

5,851 
5,490 

人件費 
△ 2.0億円 

業務委託費 
+0.3億円 

減価償却費 
△0.4億円 

その他 
△1.3億円 
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（単位：百万円） 

連 結 

2011年3月期 

第2四半期実績 

2012年3月期 

第2四半期実績 
前期比（増減額） 前期比（増減比） 

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 

BS事業 10,028 437 9,046 616 △981 +178 △9.8% +40.9% 

PS事業 10,558 △256 11,620 216 +1,061 +472 +10.1% ― 

SV事業 1,185 △299 1,923 △301 +737 △1 +62.2% ― 
営業利益調整額 267 227 △40 △15.1% 

合   計 21,772 148 22,590 757 +817 +609 +3.8% +410.7% 

セグメント別 連結業績 

ビジネスソリューション事業 
（BS事業） 

新ソリューションの開発・販売促進に積極的に取り組んだが、前期
は主要顧客向けの大型案件の売上があったため前期比減。 

プラットフォームソリューション事業 

（PS事業） 

通信キャリア向けのネットワーク構築の大型案件獲得が順調に進
んで、売上増加に貢献。 

サービス事業 

（SV事業） 

データセンターサービスは、新データセンターを活用して積極的な営
業活動を展開。クラウド関連サービスは、エネルギーマネジメント
サービスの拡販が進んだ。 

セグメント別の売上状況 
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連結 受注高・期末受注残高推移 （セグメント別） 

（単位：百万円） 

連 結 

2011年3月期 

第2四半期累計実績 

2012年3月期 

第2四半期累計実績 
前期比（増減額） 前期比（増減比） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

BS事業 4,931 6,600 11,411 10,179 +6,479 +3,579 +131.4% +54.2% 

PS事業 12,288 9,309 12,795 10,575 +507 +1,265 +4.1% +13.6% 

SV事業 2,320 1,847 2,283 2,110 △36 +263 △1.6% +14.3% 

合   計 19,540 17,757 26,491 22,865 +6,950 +5,108 +35.6% +28.8% 

ビジネスソリューション事業 
（BS事業） 

大口顧客向け案件の受注が増えた事から、受注・受注残高とも前
期実績を上回った。 

プラットフォームソリューション事業 

（PS事業） 

通信キャリア向けのネットワーク構築案件が貢献し、受注・受注残
高とも前期実績を上回った。 

サービス事業 

（SV事業） 

前期は大型スポット案件の受注が上期にあったため、受注は前期
並みとなった（受注残高は増加）。 
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【ご参考】 連結貸借対照表の状況 

2011年3月期末 2012年3月期 第2四半期末 主な増減要因 

前期末比（増減額） 

流動資産 31,235 30,371 △863 現金及び預金△2,357、受取手形・売
掛金△2,090、預け金＋2,600 

固定資産 8,776 8,491 △284 有形△262、無形△66、投資その他 

の資産+44 

資産合計 40,011 38,863 △1,148 

流動負債 9,241 8,002 △1,238 支払手形及び買掛金△1,196、未払法
人税等△391、前受金＋763 

固定負債 260 251 △9 

負債合計 9,502 8,253 △1,248 

純資産合計 30,509 30,609 +100 

自己資本比率 76.3% 78.8% +2.5p 

（単位：百万円） 
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【ご参考】 連結キャッシュ･フローの推移 

2011年3月期 2012年3月期  第2四半期  

第2四半期 前期比（増減額） 

営業キャッシュ・フロー 1,802 863 △939 

投資キャッシュ･フロー △264 △1,758 △1,493 

財務キャッシュ・フロー △356 △355 +0 
キャッシュ･フロー計 

（換算差額含む） 
1,171 △1,257 △2,428 

現金及び現金同等物
の期末残高 19,285 7,500 △11,785 

（単位：百万円） 

現預金から預け金（2011年9月末時点で期間3ヶ月超の運用資産120億円）に振り替えてき
た結果、現金及び現金同等物残高が減少しております。 
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【ご参考】 販売先業種別 個別売上高推移 

業種 

2011年3月期 
第2四半期実績 

2012年3月期 
第2四半期実績 前期比

（増減額） 
構成比 構成比 

商業 7,374 35.9% 6,597 29.9% △777 

サービス･情報シ
ステム 

6,244 30.4% 5,476 24.8% △768 

金融･保険 2,285 11.1% 3,159 14.3% +873 

通信･放送 1,902 9.2% 3,535 16.0% +1,633 

製造 1,263 6.1% 1,378 6.2% +115 

建設･不動産 1,021 5.0% 1,467 6.7% +446 

その他 466 2.3% 469 2.1% +2 

総計 20,559 100.0% 22,084 100.0% +1,524 

（単位：百万円） 

商業の減少は、大
口顧客向けの売上が
減少したことによる 

 

金融・保険の増加
は、金融機関向けシ
ステム構築案件等が
増加したことによる 

 

通信・放送の増加
は、通信キャリア向
けの大型ネットワー
ク構築案件の貢献に
よる 
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2012年3月期 連結業績予想 （通期） 

（単位：百万円） 

業績の見通し 
     売上高：ビジネスソリューション事業：新規開拓が進まず、下期厳しい見通し（―） 
           プラットフォームソリューション事業：公共案件が厳しいが、通信キャリア向け案件獲得により好調に推移（＋） 
           サービス事業：クラウド関連サービスの伸長等により、堅調に推移 
    営業利益：コスト削減の徹底(＋) 
           R&D等の事業拡大に向けた投資は継続して実施(－) 

  
  

 
    配当予想： 年間500円（中間200円、期末300円、配当性向53.8％） 
    配当方針： 年間配当性向30％を基準としながら安定配当を維持 
 

11年3月期 実績 
12年3月期 予想 

（2011年5月時点） 

前期比 

（増減額） 

増減比 

（増減率） 

売上高 46,692 47,000 +308 +0.7％ 
  BS事業  19,855 19,500 △355 △1.8％ 

  PS事業 23,071 23,000 △71 △0.3％ 

  SV事業 3,765 4,500 +735 +19.5% 

営業利益（率） 2,029 （4.3％） 2,000 （4.3％） △29 △1.4％ 

経常利益（率） 2,162 （4.6％） 2,100 （4.5％） △62 △2.9％ 

当期純利益（率） 1,134 （2.4％） 1,100 （2.3％） △34 △3.0％ 
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 上期・下期別 連結業績予想 

連 結 

2011年 

3月期 

上期実績 

2012年 

3月期 

上期実績 

前期比
（増減率） 

売上高 21,772 22,590  +3.8％ 

営業利益 148 757 +410.7％ 

利益率 0.7% 3.4% ― 

経常利益 208 828 +298.2％ 

利益率 1.0% 3.7% ― 

純利益  △2  451 ― 

利益率 ― 2.0% ― 

（単位：百万円） 

2011年 

3月期 

下期実績 

2012年 

3月期 

下期予想 

前期比 

（増減率） 

24,920 24,410 △2.0％ 

1,881 1,243 △34.0％ 

7.5 % 5.1% ― 

1,954 1,272 △35.0％ 

7.8 % 5.2% ― 

1,136 649 △42.9％ 

4.6 % 2.7% ― 

2011年 

3月期 

通期実績 

2012年 

3月期 

通期予想 

前期比 

（増減率） 

46,692 47,000 +0.7％ 

2,029 2,000 △1.4％ 

4.3 % 4.3% ― 

2,162 2,100 △2.9％ 

4.6 % 4.5% ― 

1,134 1,100  △3.0％ 

2.4 % 2.3% ― 
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2012年3月期  
上期取組と下期施策  

代表取締役社長 社長執行役員 

下牧 拓 

注） 文中の※印の用語については、23ページの用語解説をご参照下さい。 
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2012年3月期 全社重点方針 

① 成長軌道確立へ向けた取り組み 

■ 既存事業の強化 
 新規サービスモデルの拡大 
 優位性を発揮できる技術力・事業による競争力強化 

② グローバル展開を推進し 、ビジネス領域を拡大 
 海外拠点の新設により、海外での顧客サービス体制を確立 
 
 

③ 攻めに向けたメリハリのある施策実行 

 注力分野へ集中した人材配置による事業強化 
 コスト低減の徹底 
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2012年3月期 全社重点方針と進捗 

① 成長軌道確立へ向けた取り組み 

■ 既存事業の強化 

通信キャリア向けビジネスの強化 
 上期： スマートフォン向け公衆無線LANサービスの無線LANシステムにおいて 
      大型案件獲得 
 下期： 無線・スマートフォン分野への取り組みを更に強化して、案件の完遂・獲得に 
      注力 
 

新たなソリューションの開発 
 上期： 商社・卸売向けERPソリューションおよび不動産管理業務向けパッケージ 
       の開発 
 下期： 開発したソリューションの販売強化 

※1 
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2012年3月期 全社重点方針と進捗 

① 成長軌道確立へ向けた取り組み 

■ 優位性を発揮できる技術力・事業による競争力強化 

■ 新規サービスモデルの拡大 

R&Dセンターの立ち上げ 
 上期： R&Dセンターの設立 
 下期： 開発推進（クラウド関連等）および開発・デモ拠点の増強 

データセンタービジネスの拡大 
 上期： DRサイトの共同提案に向けたアライアンス体制を構築 
 下期： アライアンスを活かしたDRサイト提案を促進 
      クラウドサービスの相互提供など連携範囲の拡大 
 

エネルギーマネジメントサービスの拡大 
 上期： 節電ニーズの高まりから引合が急増 
 下期： 顧客および販路の更なる拡大 
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2012年3月期 全社重点方針と進捗 

② グローバル展開を推進し 、 
         ビジネス領域を拡大 
 

■ 海外への市場開拓 

 海外拠点設立によるグローバルサービス体制を確立 
 上期： MKI（U.S.A.)強化に加え、欧州（イギリス）／アジア（シンガポール）に拠点設立準備 
 下期： 設立拠点を足がかりに、顧客の海外拠点に対し ITマネジメントサービス  を 
             提供開始 

 
 グローバルパートナーとの関係強化 
 下期： 世界的な有力ベンダーと提携して、クラウド関連を含む最新ソリューションの 
 共同開発を促進 

※2  
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2012年3月期 全社重点方針と進捗 

③  攻めに向けたメリハリのある施策実行 

■ 注力分野への集中した人材配置による事業強化 

■ 競争力向上に向けコスト低減の徹底 

 人材投入による事業ドメイン強化 
 上期： サービス事業に人材を投入して体制を強化 
 下期： 注力するソリューションやマーケット向けに組織を立ち上げて、取り組み強化 

 徹底したコスト低減を図る 
 通期： オフショア開発の推進加速、Amazon Web Services  の活用開始 ※3 
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MKI の目指す姿 

 
Ｒ＆Ｄ 

 

 

グローバル 

ＩＴマネージメント 
サービス 

ＩＣＴ 
トータル 

マネジメント 
パートナー 

経営戦略・業務基盤をICTで総合的に支える

「ICTトータルマネージメントパートナー」 
を目指す。 

サービス 

ＭＫＩグループの事業競争力を 
強化するために・・・ 
 
３事業・Ｒ＆Ｄ・グローバル・ＩＴＭＳの 
連携を図る 

ビジネス 
ソリューション 

プラット 
フォーム 
ソリューション 
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【ご参考】用語解説 

※1 不動産管理業務向けパッケージ （18ページ） 

  企業が所有する不動産などの資産管理業務を支援するMKIの自社パッケージ。長年の不動産業界向け
システムノウハウを結集し、お客様の不動産管理における業務効率化を実現しています。 

 

※2 ITマネジメントサービス （20ページ） 

  顧客のIT部門が担う業務を支援し、顧客とベンダーをつなぐマネジメント役としてシステム企画・提案、オ
ペレーションまでを請け負うサービスです。 

 

※3 Amazon Web Services （21ページ） 

  Amazon.comが提供するソフトウェア開発者向けクラウドサービス。ハードウェアコストが不要でリソース
割当が柔軟等の理由から、アプリケーションの開発環境として活用が注目されています。 
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【ご参考】主な広報リリース（上期） 

発表日 内    容 

1 2011年4月18日 MKI、営業支援システム（SFA）“eセールスマネージャー 
Remix Cloud”のクラウドサービスを開始 
 
 MKIは、国内で既に1,600社以上の導入実績を誇るソフトブレーン株式会社の営業支援システム
（SFA） “eセールスマネージャーRemix Cloud”をクラウドサービスとして提供を開始しました。本
サービスは、高い安全性と万全のセキュリティ体制を備えたMKIデータセンターの仮想化IT基盤
「M-Model」を利用しており、ユーザーは高額な初期投資を行うことなく迅速に必要なシステムを立
ち上げることができ、メンテナンス業務からの解放と運用コストの削減も可能となります。  

2 2011年5月11日 MKI、Amazon Web Services パートナーに認定  
 
 MKIは、米Amazon.comが提供するクラウドサービスであるAmazon Web Services（AWS）を活用し
たシステム開発やサービス提供が可能となるソリューションプロバイダー（以下、AWS パートナー）
に認定されました。今後MKI は、AWS が提供する仮想サーバ「Amazon Elastic Compute Cloud 
(EC2)」やストレージ「AmazonSimple Storage Service (S3)」、ロードバランサー「Amazon Elastic 
Load Balancing (ELB)」などを開発環境やテスト環境として活用してまいります。 

3 2010年6月30日 メタボロミクス研究のための代謝経路解析システム 
「CrossPath」を販売開始 
 
 MKIは、大日本住友製薬株式会社開発された「“動きのある”代謝経路を選択する技術」を基に、
膨大なメタボロミクスデータの中から変動している代謝経路を自動的に抽出し、各代謝物の変動量
をパスウェイ上に視覚的にマッピングするシステム「CrossPath」を開発しました。今回の技術開発
により、実験で得られた大量のメタボロミクスデータの生理学的な解釈が容易になりました。 
 



25 ©2011 MITSUI KNOWLEDGE INDUSTRY CO., LTD. All rights reserved. 
 

発表日 内   容 

4 
 

2011年7月8日 MKI、金融機関向け「犯罪収益移転防止法」対策システム 
『Bank-AML/MKI』を販売開始 
 
 MKIは、資金洗浄に係る疑わしい取引を検索する従来の「アンチ・マネーローンダリング」（AML）機
能に加え、振り込み詐欺や反社会勢力への対応を含む「犯罪収益移転防止法対策が可能な、「疑
わしい取引の検知」から「経営報告支援」までをサポートする自社開発システム「Bank-AML/MKI」を
販売開始いたしました。 

5 2011年7月29日 MKI、KDDIの「au Wi-Fi SPOT」における無線LANシステムを構築 
 
 MKIは、KDDI株式会社が提供するスマートフォン（高機能携帯電話）向け公衆無線LANサービス
「au Wi-Fi SPOT」の無線LANシステムにおいてRuckus Wireless, Inc.（ラッカス・ワイヤレス）」社製無
線アクセスポイント及びコントローラを中心としたネットワーク構築を担当いたしました。 

6 2011年8月19日 DRサイトの共同提案などを目的としたアライアンス体制を５社で構築 
 
 MKIは、ほくでん情報テクノロジー株式会社、株式会社電算システム、株式会社ケイ・オプティコム、
ファーストライディングテクノロジー株式会社とお客様の事業継続を支えるシステム環境の提供など
を目的としてアライアンス体制を構築いたします。 
 まず初めの取り組みとして、全国各地に位置する各社データセンターをDRサイトとして各社と共同
提案を行ってまいります。 

【ご参考】主な広報リリース（上期） 
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• 本資料に記載されている当社の計画、戦略および業績見通しは、将来の予測であり、リスクや不確定な要因を
含みます。 

 

• 本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、また、将来の業績に関する経営陣の現在の予想を反映した
ものでもありません。経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする目標です。 

 

• 実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願いま
す。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、当社の事業領域を取り巻く経済情勢及び規制や法令
の変更、潜在的な法的責任、当社のサービスに対する需要変動や競争激化による価格下落圧力などがありま
すが、これら以外にも様々な要因があり得ます。 

 

• 世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷などにより、実際の業績等が経営目標そ
の他の見通しと異なる結果となる可能性もあります。 

 

• 新たなリスクや不確定要因は随時生じる可能性があり、その発生や影響を予測することは不可能です。リスクや
不確定要因があるため、将来予測に関して記述されていることが実際には起こらない場合もあります。 

IRに関するお問い合わせ先 
 

三井情報株式会社  
経営企画部 コーポレート・マーケティング室 
TEL: 03-6376-1008／E-mail: ir@ml.mki.co.jp 
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