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決算補⾜資料

【売上】 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝは好調に推移しているものの、⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝと
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITにおいて⼤型案件終了に伴う反動減があり、減収

【利益】 減収の影響に加え、円安による原価増ならびにｿﾌﾄｳｪｱ製品開発における原価
増により売上総利益は減益。販管費は抑制したものの、売上総利益の減少を
ｶﾊﾞｰするには⾄らず、営業損益/経常損益/四半期純損益すべて減益。

(1)2015年3⽉期 第1四半期連結業績
単位：百万円

2015年3⽉期
第1四半期

前年同期との⽐較
前年同期 増減額 増減率

売上⾼ 14,161 14,956 ▲795 ▲5.3%

売上総利益 3,216 4,116 ▲900 ▲21.9%

売上総利益率 22.7% 27.5% ▲4.8pts －

販売費及び⼀般管理費 4,400 4,548 ▲148 ▲3.3%

営業損益 ▲1,183 ▲431 ▲752 －

営業利益率 ▲8.4% ▲2.9% ▲5.5pts －

経常損益 ▲1,140 ▲301 ▲839 －

四半期純損益 ▲777 ▲179 ▲598 －
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営業利益
▲11.8

（前年同期⽐▲7.5）

営業利益
▲4.3

(2)営業利益 【前年同期⽐】

2014年3⽉期
第1四半期

(単位：億円)

減収の影響 ▲2.2

2015年3⽉期
第1四半期
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円安による原価増 ▲1.3

ｿﾌﾄｳｪｱ製品開発における原価増 ▲4.0

(3)事業セグメント別 連結売上⾼

⾦融 ﾈｯﾄ系⾦融機関/ﾘｰｽ会社向け⼤型案件の反動減等により減少
ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ ﾋﾞｼﾞﾈｽ系は、⼈事および基幹ｼｽﾃﾑ領域の⼤型案件により拡⼤

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ系は、ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽおよびｿﾌﾄｳｪｱ商品が減少
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT 電通協業は拡⼤も、電通向け基幹ｼｽﾃﾑ構築案件の終了により減収

単位：百万円

事業セグメント 2015年３⽉期
第1四半期

前年同期との⽐較
前年同期 増減額 増減率

⾦融ソリューション 4,496 4,888 ▲392 ▲8.0%

エンタープライズソリューション 6,494 6,354 ＋140 ＋2.2%

ビジネス系 2,790 2,362 ＋428 ＋18.1%

エンジニアリング系 3,704 3,992 ▲288 ▲7.2%

コミュニケーションIT 3,169 3,712 ▲543 ▲14.6%

合計 14,161 14,956 ▲795 ▲5.3%
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(4)サービス品⽬別 連結売上⾼

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 製品開発の解析・実験を対象としたｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽが減少
受託ｼｽﾃﾑ開発 電通ならびにﾈｯﾄ系⾦融機関向け⼤型案件の反動減により減少
ｿﾌﾄｳｪｱ製品 「POSITIVE」、「STRAVIS」、「BusinessSPECTRE」、

「iPLAss」等が拡⼤
ｿﾌﾄｳｪｱ商品 電通協業の拡⼤を背景に「Force.com」は堅調も、 3次元CAD等の

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ系ｿﾌﾄならびに基幹ｼｽﾃﾑ等ﾋﾞｼﾞﾈｽ系ｿﾌﾄが伸び悩み
ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・運⽤保守 既存顧客向けを中⼼にほぼ前年同期並みに推移
情報機器販売・その他 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ中⼼に拡⼤
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単位：百万円

サービス品⽬ 2015年３⽉期
第1四半期

前年同期との⽐較
前年同期 増減額 増減率

コンサルティングサービス 355 485 ▲130 ▲26.8%
受託システム開発 4,195 5,572 ▲1,377 ▲24.7%
ソフトウェア製品 2,420 1,842 ＋578 ＋31.4%
ソフトウェア商品 4,372 4,447 ▲75 ▲1.7%
アウトソーシング・運⽤保守サービス 1,408 1,380 ＋28 ＋2.0%
情報機器販売・その他 1,409 1,229 ＋180 ＋14.6%
合計 14,161 14,956 ▲795 ▲5.3%

(5)連結貸借対照表
単位：百万円

2015年３⽉期
第1四半期末

前期末
2014/3/31

前期末
からの増減 前期末からの増減の主な要因

流動資産 39,297 40,287 ▲990 売上債権の減少、前渡⾦の増加、現⾦及び
現⾦同等物の増加、たな卸資産の増加

固定資産 18,593 18,590 ＋3

資産合計 57,891 58,877 ▲986

流動負債 17,758 17,387 ＋371
前受⾦の増加、納税による未払法⼈税等の
減少、賞与⽀払いによる未払費⽤の減少、
仕⼊債務の減少

固定負債 2,506 2,625 ▲119 リース債務の減少

負債合計 20,264 20,013 ＋251

純資産合計 37,627 38,864 ▲1,237
四半期純損失の計上および剰余⾦の配当
による利益剰余⾦の減少、為替変動による
その他の包括利益累計額の減少

負債純資産合計 57,891 58,877 ▲986
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(6)受注・受注残
（単位：百万円）

受注⾼ 受注残⾼

2015年3⽉期
第1四半期 前年同期⽐ 2015年3⽉期

第1四半期末 前年同期⽐

合計 12,787 ＋26.1％ 12,008 ＋19.7％

事業ｾｸﾞﾒﾝﾄ別
内訳

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ 4,269 ▲5.2％ 3,893 ▲7.0％

ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｿﾘｭｰｼｮﾝ 5,350 ＋138.8％ 5,172 ＋111.2％

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT 3,167 ▲6.7％ 2,942 ▲13.4％

ｻｰﾋﾞｽ品⽬別
内訳

受託ｼｽﾃﾑ開発 7,957 ＋7.5％ 7,094 ＋3.9％

ｿﾌﾄｳｪｱ製品ｱﾄﾞｵﾝ開発 2,914 +224.1％ 3,063 +100.9％

ｿﾌﾄｳｪｱ商品ｱﾄﾞｵﾝ開発 1,916 ＋4.1％ 1,851 +10.3％

受注・受注残は、当社のｻｰﾋﾞｽ品⽬のうち、受託ｼｽﾃﾑ開発、ｿﾌﾄｳｪｱ製品およびｿﾌﾄｳｪｱ商品のｱﾄﾞｵﾝ開発のみが対象です。
ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ、ｿﾌﾄｳｪｱ製品・商品のﾗｲｾﾝｽ、ﾗｲｾﾝｽ保守、ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・運⽤保守ｻｰﾋﾞｽ、情報機器等は含まれておりません。
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業績予想
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注） この資料に記載しております業績の予想数値は、業界の動向、顧客の状況、その
他現時点で⼊⼿可能な情報による判断及び仮定により算出した⾒通しであり、
その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、予想に内在する
不確定要因や内外の状況変化等により、実際の業績は当該予想とは異なる場
合がありますのでご承知おきください。



◆ 2015年3⽉期 連結業績予想
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 第1四半期は減収減益となりましたが、売上⾼は計画を上回って推移しています。
利益⾯では、ｿﾌﾄｳｪｱ製品開発における原価の増加を、売上⾼の計画⽐増収ならびに
販管費の抑制等により吸収し、概ね計画通りに推移しています。

 受注・受注残も堅調に推移していることから、上期および通期の業績予想について、
2014年5⽉12⽇に発表した予想から修正はありません。

（百万円） （百万円）

上期
前期との⽐較

通期
前期との⽐較

前期実績 増減額 増減率 前期実績 増減額 増減率

売上⾼ 34,700 35,087 ▲387 ▲1.1% 76,200 73,970 +2,230 +3.0%

営業利益 820 1,249 ▲429 ▲34.3% 4,500 4,309 +191 +4.4%

営業利益率 2.4％ 3.6％ ▲1.2p － 5.9% 5.8% +0.1p －

経常利益 870 1,505 ▲635 ▲42.2% 4,670 4,766 ▲96 ▲2.0%

当期純利益 540 931 ▲391 ▲42.0% 2,960 2,871 +89 +3.1%

◆事業セグメント別 連結売上⾼予想
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（百万円） （百万円）

上期
前期との⽐較

通期
前期との⽐較

前期実績 増減額 増減率 前期実績 増減額 増減率

⾦融ｿﾘｭー ｼｮﾝ 10,090 10,557  ▲467 ▲4.4% 22,677 22,262  +415 +1.9%

ｴﾝﾀー ﾌ゚ ﾗｲｽ゙ ｿﾘｭー ｼｮﾝ 16,354 15,327 +1,027 +6.7% 35,879 32,995 +2,884 +8.7%

ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ系 6,444 5,943 +501 +8.4% 14,458 12,736 +1,722 +13.5%

ｴﾝｼ゙ ﾆｱﾘﾝｸ゙ 系 9,910 9,383 +527 +5.6% 21,420 20,259 +1,161 +5.7%

ｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝIT 8,254 9,203 ▲949 ▲10.3% 17,643 18,712 ▲1,069 ▲5.7%

合計 34,700 35,087 ▲387 ▲1.1% 76,200 73,970 +2,230 +3.0%



◆サービス品⽬別 連結売上⾼予想

- 11 -

（百万円） （百万円）

上期
前期との⽐較

通期
前期との⽐較

前期実績 増減額 増減率 前期実績 増減額 増減率

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸ゙ 1,472 1,297 +175 +13.5% 3,359 3,136 +223 +7.1%

受託ｼｽﾃﾑ開発 10,106 12,083 ▲1,977 ▲16.4% 21,893 23,891 ▲1,998 ▲8.4%

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 6,228 4,750 +1,478 +31.1% 15,241 11,009 +4,232 +38.4%

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 10,599 10,837 ▲238 ▲2.2% 22,717 22,258 +459 +2.1%

ｱｳﾄｿー ｼﾝｸ゙ ・
運⽤保守 3,546 3,322 +224 +6.7% 7,144 6,855 +289 +4.2%

情報機器他 2,745 2,795 ▲50 ▲1.8% 5,843 6,818 ▲975 ▲14.3%

合計 34,700 35,087 ▲387 ▲1.1% 76,200 73,970 +2,230 +3.0%

主要プレスリリース ＜2014年4⽉〜2014年7⽉＞
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エンタープライズソリューションセグメント
5/23 国内初、⼤規模解析環境を⾃動構築するクラウドCAEサービスを開始
5/27 製造業の技術⾰新を⽀援するエンジニアリングサービス⼦会社を設⽴
6/19 豊⽥⾃動織機のグループ経営管理システムを構築
7/2 JTBグループの統合⼈事給与システムを「POSITIVE」で構築

コミュニケーションＩＴセグメント
5/9 東京国⽴博物館の特別展「キトラ古墳壁画」で会場⽞関周辺だけで⾒られる特別映像を

スマホに配信

クラウド・オープンイノベーション研究所･他
4/15 ISIDとクウジット、東京国⽴博物館の公式ガイドアプリ『トーハクなび』に

Bluetooth Low Energy（BLE）を含む3つの屋内測位技術を実装
4/24 ISIDとサンワカンパニー、インテリアの3Dシミュレーション体験ができるバーチャル

ショールームを公開
5/15 ⽴命館守⼭とISID、クラウドとSNSを活⽤したアダプティブラーニング（適応学習）の

実践プロジェクトをスタート


