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（訂正）「2019年 11月期第１四半期決算説明資料」の一部訂正について 

 

 

当社は、2019 年４月８日 17 時に発表いたしました「2019 年 11 月期第１四半期決算説明資料」につきまし

て、一部訂正がございましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しており

ます。 

 

 

記 
 

１．訂正理由 

 

  一部表現について、誤解を招く表現を用いていたため、訂正いたします。 

 

２．訂正箇所 

 
【１１ページ】 

（誤）本件に関連する、売上、費用等は 2019年 11月期業績予想に織り込み済 

 

（正）本件に関連する、売上については、対応完了を今夏頃に予定しているため、来期（2020 年 11 月期）

以降の当社グループ業績に寄与するものと考えておりますが、当期（2019 年 11 月期）における影響

は軽微であると考えています。開発費用等については、当期の予算内に収まる見通しです。今後、本

件に関連して開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示してまいります。 

 

 

以 上 
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2019年11月期第１四半期 連結業績：全社

3

前年同期比で増収、経常利益以下は黒字転換
持分法による投資利益14百万円を営業外収益に計上
（株）クレイテックワークスの株式売却による売却益6百万円を特別利益に計上

（単位：百万円）

2019年11月期 2018年11月期 前年同期比

第１四半期 第１四半期

① ② ①ー②

売上高 1,156 1,098 58

売上原価 795 1,062 ▲ 267

売上総利益 360 36 324

販管費 366 401 ▲ 35

営業利益 ▲ 5 ▲ 364 359

経常利益 6 ▲ 401 407

当期純利益 10 ▲ 401 411



2019年11月期第１四半期 連結業績：セグメント別

4

開発推進・支援事業、人材事業ともに増収増益

※2018/7の事業譲渡によりコンテンツ事業から撤退済ですが、他社との協業により継続している
ものについては、「その他」として集計

（単位：百万円）

開発推進・支援 売上高 668 552 116

セグメント利益 36 4 32

人材 売上高 448 402 46

セグメント利益 89 80 9

その他 売上高 39 143 ▲ 104

セグメント利益 2 ▲ 298 300

全社費用 売上高 - - -

セグメント利益 ▲ 132 ▲ 149 17

連結合計 売上高 1,156 1,098 58

営業利益 ▲ 5 ▲ 364 359

前年同期比
2019年11月期

第１四半期
2018年11月期

第１四半期



5

セグメント別業績：①開発推進・支援事業

 売上高＋20.9％、セグメント利益＋782.7％と増収増益

 売上高、セグメント利益ともに概ね計画通りの進捗

 受託開発は、大型案件の検収が完了したこと等により増収

 ミドルウェアは、前第４四半期の駆け込み受注の反動減により減収

 ソリューションは、NW運用、NW構築ともに前年同期を上回り増収

（単位：百万円）

売上高 668 552 116
（受託開発） (390) (282) (108)

（ミドルウェア） (163) (170) (▲ 7)

（ソリューション） (114) (99) (15)

セグメント利益 36 4 32

前年同期比
2019年11月期

第１四半期
2018年11月期

第１四半期


課題と施策

								課題① カダイ		不採算案件の抑制 フサイサン アンケン ヨクセイ

								施策 シサク		見積～受注～開発～納品まで一連の社内プロセスを見直し ミツモリ ジュチュウ カイハツ ノウヒン イチレン シャナイ ミナオ

										専任のプロジェクトマネージャーを増員 センニン ゾウイン



								課題② カダイ		ミドルウェアの販売強化 ハンバイ キョウカ

								施策 シサク		地域ごとに実績のある代理人を活用して海外企業向け取引拡大 チイキ ジッセキ ダイリニン カツヨウ カイガイ キギョウ ム トリヒキ カクダイ

										今後、当社の収益柱となるソフトウェアの研究開発 コンゴ トウシャ シュウエキバシラ ケンキュウ カイハツ



								課題③ カダイ		非エンタメ領域の拡大 ヒ リョウイキ カクダイ

								施策 シサク		自動車業界向けの更なる拡大 ジドウシャ ギョウカイ ム サラ カクダイ

										機会学習の教師画像のような新たなニーズの取り込み キカイ ガクシュウ キョウシ ガゾウ アラ ト コ





Sheet7

						Q1		Q2		Q3		Q4

				売上高 ウリアゲ ダカ		1098		2502		3694		5002

				営業利益 エイギョウ リエキ		-364		-675		-831		-771

				経常利益 ケイジョウ リエキ		-401		-721		-893		-804

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		-401		-791		-749		-715

						1404		1192		1308

						-311		-156		60

						-320		-172		89

						-390		42		34





メモ

				FY2018 業績説明 ギョウセキ セツメイ

				FY2019 業績予想 ギョウセキ ヨソウ				ミドルウェア、開発、ソリューション別に金額で カイハツ ベツ キンガク

				今後の戦略 コンゴ センリャク				自動車、国内、海外 ジドウシャ コクナイ カイガイ

								YEBIS3の発売開始が2014/8、MIZUCHIが2015/8、競争力に陰り ハツバイ カイシ キョウソウリョク カゲ

				トピックス				住友林業 スミトモ リンギョウ

				会社概要 カイシャ ガイヨウ														不採算案件 フサイサン アンケン

				開発推進 カイハツ スイシン				エンタメ

								非エンタメ ヒ		自動車 ジドウシャ												課題 カダイ		現状 ゲンジョウ		対策 タイサク

										住宅 ジュウタク										請負 ウケオイ		不採算案件 フサイサン アンケン

										その他 タ										ミドル		海外販売拡大 カイガイ ハンバイ カクダイ

																						次の柱となるミドルウェア開発 ツギ ハシラ カイハツ

								ミドルウェア		国内 コクナイ										ソリューション		クラウド化による売上減 カ ウリアゲ ゲン

										海外 カイガイ		代理店 ダイリテン

										研究開発 ケンキュウ カイハツ

								アマゾンAWS活用 カツヨウ														課題 カダイ

																						自動車 ジドウシャ

								FY18にやった不採算案件抑制のための試み フサイサン アンケン ヨクセイ ココロ														住友林業 スミトモ リンギョウ

																						アマゾンAWS

								自動車事業　売上　FY17 ジドウシャ ジギョウ ウリアゲ						12995万円 マンエン

				人材 ジンザイ				関西エリア カンサイ

								研修 ケンシュウ

								見積～受注～開発～納品の社内プロセスを見直し、不採算案件の抑制と採算性の改善 ミツモリ ジュチュウ カイハツ ノウヒン シャナイ ミナオ フサイサン アンケン ヨクセイ サイサンセイ カイゼン

								プロジェクトマネージャーを増員 ゾウイン

								代理店を活用し、ミドルウェアの海外販売拡大を目指す ダイリテン カツヨウ カイガイ ハンバイ カクダイ メザ

								次世代の収益柱となるソフトウェアの研究開発 ジセダイ シュウエキ ハシラ ケンキュウ カイハツ

								エンジニア採用強化 サイヨウ キョウカ

								CGを使った教師画像 ツカ キョウシ ガゾウ

								新聞、大手ゼネコンがトンネル工事でプロジェクションマッピングを活用して シンブン オオテ コウジ カツヨウ

								新たな需要の掘り起こし アラ ジュヨウ ホ オ

								不採算案件 フサイサン アンケン

								成長分野の深耕 セイチョウ ブンヤ シンコウ

								海外販売強化 カイガイ ハンバイ キョウカ





PL (2)

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

												2019年11月期 ネン ガツキ		2018年11月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

												第１四半期 ダイ シハンキ		第１四半期 ダイ シハンキ

												①		②		①ー②

										売上高 ウリアゲ ダカ		1,156		1,098		58

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		795		1,062		▲ 267

										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		360		36		324

										販管費 ハンカンヒ		366		401		▲ 35

										営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 5		▲ 364		359

										経常利益 ケイジョウ リエキ		6		▲ 401		407

										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		10		▲ 401		411







BS (3)

																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

														2019年11月期
第１四半期末 ネン ガツキ ダイ シハンキ キマツ		2018年11月期末 ネン ガツキ マツ		前期末比 ゼン キ マツ ヒ						201811		201811

												流動資産 リュウドウ シサン		1,605		1,894		▲ 289						1,894,029		1,894,029		0

												（うち現預金） ゲン ヨキン		580		699		▲ 119						699,520		699,520		0

												固定資産 コテイ シサン		541		607		▲ 66						607,847		607,847		0

												（うちソフトウェア資産） シサン		156		190		▲ 34						190,485		190,485		0

												資産合計 シサン ゴウケイ		2,147		2,501		▲ 354						2,501,876		2,501,876		0

												流動負債 リュウドウ フサイ		726		1,058		▲ 332						1,058,231		1,058,231		0

												固定負債 コテイ フサイ		79		113		▲ 34						113,474		113,474		0

												負債合計 フサイ ゴウケイ		805		1,171		▲ 366						1,171,706		1,171,706		0

												（うち有利子負債） ユウ リシ フサイ		260		309		▲ 49						309,763		309,763		0

												純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		1,341		1,330		11						1,330,170		1,330,170		0

												（うち資本金） シホンキン		439		439		0						439,428		439,428		0

												負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		2,147		2,501		▲ 354						2,501,876		2,501,876		0

												自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		62.0%		52.7%		＋ 9.3pt



												短期借入金 タンキ カリイレキン		58,170,000

												一年以内償還社債 イチネン イナイ ショウカン シャサイ		147,866,000

												一年以内返済長期借入金 イチネン イナイ ヘンサイ チョウキ カリイレ キン		10,000,000

												長期借入金 チョウキカリイレキン		44,431,000

														260,467,000





Sheet6

												社内予算とは異なる シャナイ ヨサン コト

								FY17		FY18		FY19開示予想 カイジ ヨソウ

						開発受託 カイハツ ジュタク		1,919,845,199		1,445,638,393		1,818,000,000		372,361,607		自動車向けが増加 ジドウシャ ム ゾウカ

						ミドルウェア		683,067,575		974,104,520		750,000,000		(224,104,520)		大型案件の剥落により減少 オオガタ アンケン ハクラク ゲンショウ

						ソリューション		478,642,239		480,966,020		319,000,000		(161,966,020)		クラウド化の影響等により減少 カ エイキョウ ナド ゲンショウ

						計 ケイ		3,081,555,013		2,900,708,933		2,887,000,000		(13,708,933)



						イグニス		977,986,833		750,741,901		859,000,000		108,258,099		回復へ カイフク

						連結調整 レンケツ チョウセイ		(215,571,520)		(221,571,095)		(230,000,000)		(8,428,905)

						SSKK単体 タンタイ		1,157,429,886		916,467,587		1,189,000,000		272,532,413

								2,319,139,700		2,371,538,127		2,258,000,000		(113,538,127)

										915638091





開発推進・支援事業見通し

														（百万円） ヒャクマンエン

								2019年
11月期
予想 ネン ガツキ ヨソウ		2018年
11月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		増減 ゾウゲン		2017年
11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ

								①		②		①－②

				受託開発 ジュタク カイハツ				1,818		1,445		373		1,919

						（単体） タンタイ		(1,189)		(916)		(273)		(1,157)

						（子会社） コガイシャ		(859)		(750)		(109)		(977)

						（連結相殺） レンケツ ソウサイ		(▲ 230)		(▲ 221)		(▲ 9)		(▲ 215)

				ミドルウェア				750		974		▲ 224		683

				ソリューション				319		480		▲ 161		478

						計 ケイ		2,887		2,900		▲ 13		3,081

										49.83%

										33.59%

										16.55%





Sheet8

								売上高 ウリアゲ ダカ

						2017/11期
(実績) キ ジッセキ		1.3億円

						2018/11期
(実績) キ ジッセキ		3億円

						2019/11期
(予想) キ ヨソウ		5億円

						2020/11期
(予想) キ ヨソウ		7億円



売上高	

2017/11期	
(実績)	2018/11期	
(実績)	2019/11期	
(予想)	2020/11期	
(予想)	1.3	3	5	7	





セグメント別予想

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								事業セグメント ジギョウ				2019年11月期
予想 ネン ガツキ ヨソウ		2018年11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		前期比 ゼン キ ヒ



								開発推進・支援事業 カイハツ スイシン シエン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,887		2,900		▲ 13

										セグメント利益 リエキ		253		174		78

								人材事業 ジンザイ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,037		1,737		299

										セグメント利益 リエキ		387		369		17

								コンテンツ事業 ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		-		364		▲ 364

										セグメント利益 リエキ		-		▲ 749		749

								全社費用 ゼンシャ ヒヨウ		売上高 ウリアゲ ダカ		-		-		-

										セグメント利益 リエキ		▲ 519		▲ 566		47

								連結合計 レンケツ ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,924		5,002		▲ 78

										営業利益 エイギョウ リエキ		121		▲ 771		892







セグメント別

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

												2019年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2018年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



								開発推進・支援 カイハツ スイシン シエン		売上高 ウリアゲ ダカ		668		552		116

										セグメント利益 リエキ		36		4		32

								人材 ジンザイ		売上高 ウリアゲ ダカ		448		402		46

										セグメント利益 リエキ		89		80		9

								その他（コンテンツ） タ		売上高 ウリアゲ ダカ		39		143		▲ 104

										セグメント利益 リエキ		2		▲ 298		300

								全社費用 ゼンシャ ヒヨウ		売上高 ウリアゲ ダカ		-		-		-

										セグメント利益 リエキ		▲ 132		▲ 149		17

								連結合計 レンケツ ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,156		1,098		58

										営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 5		▲ 364		359







セグメントごとの表

		開発推進・支援事業 カイハツ スイシン シエン ジギョウ

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2019年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2018年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ		668		552		116

						（受託開発） ジュタク カイハツ		(390)		(282)		(108)

						（ミドルウェア）		(163)		(170)		(▲ 7)

						（ソリューション）		(114)		(99)		(15)

						セグメント利益 リエキ		36		4		32



		人材事業 ジンザイ ジギョウ

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2019年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2018年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ		448		402		46

						セグメント利益 リエキ		89		80		9







業績予想 (4)

						業績予想 ギョウセキ ヨソウ

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2019年11月期
予想
（1/15発表） ネン ガツキ ヨソウ ハッピョウ		2018年11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		前期比 ゼン キ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ		4,924		5,002		▲ 78

								3,034		3,034		0

								264		264		＋0

								1,791		1,791		0

						営業利益 エイギョウ リエキ		121		▲ 771		892

						経常利益 ケイジョウ リエキ		115		▲ 804		919

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		114		▲ 715		829

						EPS		40.01円 エン		▲264.47円 エン		304.48円 エン



																				セグメント		通期見通し ツウキ ミトオ

																				開発推進・支援事業 カイハツ スイシンテンシエンジギョウ		計画を上回る見通し ケイカク ウワマワ ミトオ

																				コンテンツ事業 ジギョウ		新作ゲームは計画通りリリース予定 シンサク ケイカク ドオ ヨテイ

																						既存ゲームは計画下回る見通し キゾン ケイカク シタマワ ミトオ

																				人材事業 ジンザイジギョウ		計画通りの見通し ケイカク ドオ ミトオ





業績予想 (5)

						業績予想 ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2019年11月期
予想 ネン ガツキ ヨソウ		2018年11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ		2017年11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ

										①		②		①－②

						売上高 ウリアゲ ダカ				5,089		6,115		▲ 1,026		6,115

								開発推進・支援 カイハツ スイシン シエン		3,034		3,082		▲ 48		3,082

								コンテンツ		264		1,560		▲ 1,296		1,560

								人材 ジンザイ		1,791		1,472		319		1,472

						営業利益 エイギョウ リエキ				▲ 850		▲ 1,251		＋401		▲ 1,251

						経常利益 ケイジョウ リエキ				▲ 900		▲ 1,202		＋302		▲ 1,202

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				▲ 707		▲ 1,137		＋430		▲ 1,137

						EPS				▲275.99円 エン		▲456.73円 エン		＋180.74円 エン		▲456.73円 エン



																								セグメント		通期見通し ツウキ ミトオ

																								開発推進・支援事業 カイハツ スイシンテンシエンジギョウ		計画を上回る見通し ケイカク ウワマワ ミトオ

																								コンテンツ事業 ジギョウ		新作ゲームは計画通りリリース予定 シンサク ケイカク ドオ ヨテイ

																										既存ゲームは計画下回る見通し キゾン ケイカク シタマワ ミトオ

																								人材事業 ジンザイジギョウ		計画通りの見通し ケイカク ドオ ミトオ





配当

						決算期 ケッサンキ		１株配当金 カブ ハイトウキン

						2015年11月期 ネン ガツキ		10円 エン

						2016年11月期 ネン ガツキ		10円 エン

						2017年11月期 ネン ガツキ		0円 エン

						2018年11月期 ネン ガツキ		0円 エン

						2019年11月期（予想） ネン ガツキ ヨソウ		0円 エン





新株予約権状況

										行使価額
（円） コウシ カガク エン		既行使数
（株）
① スデ コウシ スウ カブ		未行使数
（株）
② ミコウシ スウ カブ		付与数
（株）
①＋② フヨ スウ カブ		備考 ビコウ

								第５回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		1,886		50,000		0		50,000								94,300,000		5回行使 カイ コウシ

								第６回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		1,766		140,000		0		140,000								247,240,000		6回行使 カイ コウシ

								第７回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		1,676		140,000		0		140,000								234,640,000		7回行使 カイ コウシ

								第８回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		2,264		0		25,000		25,000		3/9に行使価額を3/8終値に修正予定 オワリネ シュウセイ ヨテイ						16,660,000		ワラント5～10回 カイ

								第９回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		2,119		0		70,000		70,000		4/24に行使価額を4/23終値に修正予定 ヨテイ						576,180,000

								第10回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		2,011		0		70,000		70,000		5/25に行使価額を5/24終値に修正予定 オワリネ シュウセイ ヨテイ

										計 ケイ		330,000		165,000		495,000





EF

						資金用途 シキン ヨウト		非エンターテインメント業界向けのエンジニア、および機械学習分野の研究開発のためのデータサイエンティストの採用および人件費に充当 ヒ ジンケンヒ ジュウトウ

						スキーム		契約上行使を確約されたコミットメントワラント（第５回～第７回新株予約権）と特定の株価をターゲットとしたターゲットワラント（第８回～第１０回
新株予約権）を組み合わせて発行
（第６回～第１０回新株予約権は行使価額修正条項が付帯） ケイヤク ジョウ コウシ カクヤク ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン トクテイ カブカ ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン ク ア ハッコウ ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン コウシ カガク シュウセイ ジョウコウ

						割当先 ワリアテ サキ		米国籍ファンド
（Japan International Partners LLC、Nippon Opportunity Partners LLC） ベイコクセキ

						調達額 チョウタツ ガク		946百万円（今後の株価動向および新株予約権行使状況により変動） ヒャクマンエン コンゴ カブカ ドウコウ シンカブ ヨヤクケン コウシ ジョウキョウ ヘンドウ

								内訳：コミットメントワラント（第５回～第７回新株予約権）619百万円 ウチワケ ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン ヒャクマンエン

								　　　ターゲットワラント（第８回～第１０回新株予約権）326百万円 ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン ヒャクマンエン

						※調達額は2018年３月９日開示資料「第三者割当による新株予約権の募集に関するお知らせ」に記載の チョウタツ ガク ネン ガツ ニチ カイジ シリョウ ダイサンシャ ワリアテ シンカブヨヤクケン ボシュウ カン シ キサイ

						　概算額です。行使価額修正条項など本新株予約権発行条件の詳細は開示資料をご参照ください ガイサン ガク コウシカガク シュウセイ ジョウコウ ホン シンカブ ヨヤクケン ハッコウ ジョウケン ショウサイ カイジ シリョウ サンショウ

																																		ソリューション		20%

																																		開発案件 カイハツ アンケン		56%

																																		ミドルウェア		24%







ソリューション	開発案件	ミドルウェア	0.2	0.56000000000000005	0.24	





Sheet2

						開発推進・支援事業 カイハツ スイシン シエン ジギョウ				人材事業 ジンザイ ジギョウ

						受託開発 ジュタク カイハツ				クリエイティブ人材に特化した人材派遣・転職支援サービス ジンザイ トッカ ジンザイ ハケン テンショク シエン

						ミドルウェア

						ソリューション





開発推進グラフ

										16/11期
（実績） キ ジッセキ		17/11期
（実績） キ ジッセキ		18/11期
（予想） キ ヨソウ

								開発推進・支援 カイハツ スイシン シエン		2904		3082		3034

								受託開発 ジュタク カイハツ		62%

								ミドルウェア		22%

								ソリューション		16%



開発推進・支援	

16/11期	
（実績）	17/11期	
（実績）	18/11期	
（予想）	2904	3082	3034	



受託開発	ミドルウェア	ソリューション	0.62	0.22	0.16	



人材グラフ

										16/11期
（実績） キ ジッセキ		17/11期
（実績） キ ジッセキ		18/11期
（予想） キ ヨソウ

								人材 ジンザイ		1121		1472		1791

								開発推進・支援 カイハツ スイシン シエン		2904		3082		3034

								派遣 ハケン		88%

								紹介 ショウカイ		12%



人材	

16/11期	
（実績）	17/11期	
（実績）	18/11期	
（予想）	1121	1472	1791	



派遣	紹介	0.88	0.12	



Sheet3

														17/11月末 ガツ マツ		18/5月末 ガツ マツ		18/11月末 ガツ マツ

												単体 タンタイ		243		254		169

												連結子会社 レンケツ コガイシャ		65		62		60

												計 ケイ		308		316		229

														17/11月末 ガツ マツ		18/5月末 ガツ マツ		18/8月末 ガツ マツ

												単体 タンタイ		243		254		174

												連結 レンケツ		308		316		234

														65		62		60



単体	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	243	254	169	連結子会社	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	65	62	60	計	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	308	316	229	







単体	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	243	254	169	連結子会社	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	65	62	60	計	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	308	316	229	









Sheet4

				譲渡資産の内容 ジョウト シサン ナイヨウ		『YOKOZUNA data』に関するソフトウェア資産、商標権、
および電子機器等の固定資産 カン シサン ショウヒョウケン デンシ キキ ナド コテイ シサン

				譲渡先 ジョウト サキ		Keywords International Limited

						※Keywords Studios PLC（ロンドン証券取引所上場）の子会社 ショウケン トリヒキ ジョ ジョウジョウ コガイシャ

				譲渡価額 ジョウト カガク		150万USドル マン

						※当第３四半期に特別利益150百万円を計上済 トウ ダイ シハンキ トクベツ リエキ ヒャクマンエン ケイジョウ スミ

				譲渡日 ジョウト ビ		reserved-43304x1F







6

セグメント別業績：②人材事業

 売上高＋11.6％、セグメント利益＋10.7％と増収増益が継続

 売上高、セグメント利益ともに概ね計画通りの進捗

 当期に稼働中の一般派遣労働者数は延べ798名（前年同期比＋6.1％）

有料職業紹介の成約実績は65名（前年同期比＋18.2％）

（単位：百万円）

売上高 448 402 46

セグメント利益 89 80 9

前年同期比
2018年11月期

第１四半期
2019年11月期

第１四半期


課題と施策

								課題① カダイ		不採算案件の抑制 フサイサン アンケン ヨクセイ

								施策 シサク		見積～受注～開発～納品まで一連の社内プロセスを見直し ミツモリ ジュチュウ カイハツ ノウヒン イチレン シャナイ ミナオ

										専任のプロジェクトマネージャーを増員 センニン ゾウイン



								課題② カダイ		ミドルウェアの販売強化 ハンバイ キョウカ

								施策 シサク		地域ごとに実績のある代理人を活用して海外企業向け取引拡大 チイキ ジッセキ ダイリニン カツヨウ カイガイ キギョウ ム トリヒキ カクダイ

										今後、当社の収益柱となるソフトウェアの研究開発 コンゴ トウシャ シュウエキバシラ ケンキュウ カイハツ



								課題③ カダイ		非エンタメ領域の拡大 ヒ リョウイキ カクダイ

								施策 シサク		自動車業界向けの更なる拡大 ジドウシャ ギョウカイ ム サラ カクダイ

										機会学習の教師画像のような新たなニーズの取り込み キカイ ガクシュウ キョウシ ガゾウ アラ ト コ





Sheet7

						Q1		Q2		Q3		Q4

				売上高 ウリアゲ ダカ		1098		2502		3694		5002

				営業利益 エイギョウ リエキ		-364		-675		-831		-771

				経常利益 ケイジョウ リエキ		-401		-721		-893		-804

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		-401		-791		-749		-715

						1404		1192		1308

						-311		-156		60

						-320		-172		89

						-390		42		34





メモ

				FY2018 業績説明 ギョウセキ セツメイ

				FY2019 業績予想 ギョウセキ ヨソウ				ミドルウェア、開発、ソリューション別に金額で カイハツ ベツ キンガク

				今後の戦略 コンゴ センリャク				自動車、国内、海外 ジドウシャ コクナイ カイガイ

								YEBIS3の発売開始が2014/8、MIZUCHIが2015/8、競争力に陰り ハツバイ カイシ キョウソウリョク カゲ

				トピックス				住友林業 スミトモ リンギョウ

				会社概要 カイシャ ガイヨウ														不採算案件 フサイサン アンケン

				開発推進 カイハツ スイシン				エンタメ

								非エンタメ ヒ		自動車 ジドウシャ												課題 カダイ		現状 ゲンジョウ		対策 タイサク

										住宅 ジュウタク										請負 ウケオイ		不採算案件 フサイサン アンケン

										その他 タ										ミドル		海外販売拡大 カイガイ ハンバイ カクダイ

																						次の柱となるミドルウェア開発 ツギ ハシラ カイハツ

								ミドルウェア		国内 コクナイ										ソリューション		クラウド化による売上減 カ ウリアゲ ゲン

										海外 カイガイ		代理店 ダイリテン

										研究開発 ケンキュウ カイハツ

								アマゾンAWS活用 カツヨウ														課題 カダイ

																						自動車 ジドウシャ

								FY18にやった不採算案件抑制のための試み フサイサン アンケン ヨクセイ ココロ														住友林業 スミトモ リンギョウ

																						アマゾンAWS

								自動車事業　売上　FY17 ジドウシャ ジギョウ ウリアゲ						12995万円 マンエン

				人材 ジンザイ				関西エリア カンサイ

								研修 ケンシュウ

								見積～受注～開発～納品の社内プロセスを見直し、不採算案件の抑制と採算性の改善 ミツモリ ジュチュウ カイハツ ノウヒン シャナイ ミナオ フサイサン アンケン ヨクセイ サイサンセイ カイゼン

								プロジェクトマネージャーを増員 ゾウイン

								代理店を活用し、ミドルウェアの海外販売拡大を目指す ダイリテン カツヨウ カイガイ ハンバイ カクダイ メザ

								次世代の収益柱となるソフトウェアの研究開発 ジセダイ シュウエキ ハシラ ケンキュウ カイハツ

								エンジニア採用強化 サイヨウ キョウカ

								CGを使った教師画像 ツカ キョウシ ガゾウ

								新聞、大手ゼネコンがトンネル工事でプロジェクションマッピングを活用して シンブン オオテ コウジ カツヨウ

								新たな需要の掘り起こし アラ ジュヨウ ホ オ

								不採算案件 フサイサン アンケン

								成長分野の深耕 セイチョウ ブンヤ シンコウ

								海外販売強化 カイガイ ハンバイ キョウカ





PL (2)

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

												2019年11月期 ネン ガツキ		2018年11月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

												第１四半期 ダイ シハンキ		第１四半期 ダイ シハンキ

												①		②		①ー②

										売上高 ウリアゲ ダカ		1,156		1,098		58

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		795		1,062		▲ 267

										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		360		36		324

										販管費 ハンカンヒ		366		401		▲ 35

										営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 5		▲ 364		359

										経常利益 ケイジョウ リエキ		6		▲ 401		407

										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		10		▲ 401		411







BS (3)

																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

														2019年11月期
第１四半期末 ネン ガツキ ダイ シハンキ キマツ		2018年11月期末 ネン ガツキ マツ		前期末比 ゼン キ マツ ヒ						201811		201811

												流動資産 リュウドウ シサン		1,605		1,894		▲ 289						1,894,029		1,894,029		0

												（うち現預金） ゲン ヨキン		580		699		▲ 119						699,520		699,520		0

												固定資産 コテイ シサン		541		607		▲ 66						607,847		607,847		0

												（うちソフトウェア資産） シサン		156		190		▲ 34						190,485		190,485		0

												資産合計 シサン ゴウケイ		2,147		2,501		▲ 354						2,501,876		2,501,876		0

												流動負債 リュウドウ フサイ		726		1,058		▲ 332						1,058,231		1,058,231		0

												固定負債 コテイ フサイ		79		113		▲ 34						113,474		113,474		0

												負債合計 フサイ ゴウケイ		805		1,171		▲ 366						1,171,706		1,171,706		0

												（うち有利子負債） ユウ リシ フサイ		260		309		▲ 49						309,763		309,763		0

												純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		1,341		1,330		11						1,330,170		1,330,170		0

												（うち資本金） シホンキン		439		439		0						439,428		439,428		0

												負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		2,147		2,501		▲ 354						2,501,876		2,501,876		0

												自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		62.0%		52.7%		＋ 9.3pt



												短期借入金 タンキ カリイレキン		58,170,000

												一年以内償還社債 イチネン イナイ ショウカン シャサイ		147,866,000

												一年以内返済長期借入金 イチネン イナイ ヘンサイ チョウキ カリイレ キン		10,000,000

												長期借入金 チョウキカリイレキン		44,431,000

														260,467,000





Sheet6

												社内予算とは異なる シャナイ ヨサン コト

								FY17		FY18		FY19開示予想 カイジ ヨソウ

						開発受託 カイハツ ジュタク		1,919,845,199		1,445,638,393		1,818,000,000		372,361,607		自動車向けが増加 ジドウシャ ム ゾウカ

						ミドルウェア		683,067,575		974,104,520		750,000,000		(224,104,520)		大型案件の剥落により減少 オオガタ アンケン ハクラク ゲンショウ

						ソリューション		478,642,239		480,966,020		319,000,000		(161,966,020)		クラウド化の影響等により減少 カ エイキョウ ナド ゲンショウ

						計 ケイ		3,081,555,013		2,900,708,933		2,887,000,000		(13,708,933)



						イグニス		977,986,833		750,741,901		859,000,000		108,258,099		回復へ カイフク

						連結調整 レンケツ チョウセイ		(215,571,520)		(221,571,095)		(230,000,000)		(8,428,905)

						SSKK単体 タンタイ		1,157,429,886		916,467,587		1,189,000,000		272,532,413

								2,319,139,700		2,371,538,127		2,258,000,000		(113,538,127)

										915638091





開発推進・支援事業見通し

														（百万円） ヒャクマンエン

								2019年
11月期
予想 ネン ガツキ ヨソウ		2018年
11月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		増減 ゾウゲン		2017年
11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ

								①		②		①－②

				受託開発 ジュタク カイハツ				1,818		1,445		373		1,919

						（単体） タンタイ		(1,189)		(916)		(273)		(1,157)

						（子会社） コガイシャ		(859)		(750)		(109)		(977)

						（連結相殺） レンケツ ソウサイ		(▲ 230)		(▲ 221)		(▲ 9)		(▲ 215)

				ミドルウェア				750		974		▲ 224		683

				ソリューション				319		480		▲ 161		478

						計 ケイ		2,887		2,900		▲ 13		3,081

										49.83%

										33.59%

										16.55%





Sheet8

								売上高 ウリアゲ ダカ

						2017/11期
(実績) キ ジッセキ		1.3億円

						2018/11期
(実績) キ ジッセキ		3億円

						2019/11期
(予想) キ ヨソウ		5億円

						2020/11期
(予想) キ ヨソウ		7億円



売上高	

2017/11期	
(実績)	2018/11期	
(実績)	2019/11期	
(予想)	2020/11期	
(予想)	1.3	3	5	7	





セグメント別予想

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								事業セグメント ジギョウ				2019年11月期
予想 ネン ガツキ ヨソウ		2018年11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		前期比 ゼン キ ヒ



								開発推進・支援事業 カイハツ スイシン シエン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,887		2,900		▲ 13

										セグメント利益 リエキ		253		174		78

								人材事業 ジンザイ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,037		1,737		299

										セグメント利益 リエキ		387		369		17

								コンテンツ事業 ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		-		364		▲ 364

										セグメント利益 リエキ		-		▲ 749		749

								全社費用 ゼンシャ ヒヨウ		売上高 ウリアゲ ダカ		-		-		-

										セグメント利益 リエキ		▲ 519		▲ 566		47

								連結合計 レンケツ ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,924		5,002		▲ 78

										営業利益 エイギョウ リエキ		121		▲ 771		892







Sheet1





セグメント別

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

												2019年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2018年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



								開発推進・支援 カイハツ スイシン シエン		売上高 ウリアゲ ダカ		668		552		116

										セグメント利益 リエキ		36		4		32

								人材 ジンザイ		売上高 ウリアゲ ダカ		448		402		46

										セグメント利益 リエキ		89		80		9

								その他（コンテンツ） タ		売上高 ウリアゲ ダカ		39		143		▲ 104

										セグメント利益 リエキ		2		▲ 298		300

								全社費用 ゼンシャ ヒヨウ		売上高 ウリアゲ ダカ		-		-		-

										セグメント利益 リエキ		▲ 132		▲ 149		17

								連結合計 レンケツ ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,156		1,098		58

										営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 5		▲ 364		359







セグメントごとの表

		開発推進・支援事業 カイハツ スイシン シエン ジギョウ

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2019年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2018年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ		668		552		116

						（受託開発） ジュタク カイハツ		(1,445)		(282)		(1,163)

						（ミドルウェア）		(974)		(170)		(804)

						（ソリューション）		(480)		(99)		(381)

						セグメント利益 リエキ		36		4		32



		人材事業 ジンザイ ジギョウ

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2019年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2018年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ		448		402		46

						セグメント利益 リエキ		89		80		9







業績予想 (4)

						業績予想 ギョウセキ ヨソウ

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2019年11月期
予想
（1/15発表） ネン ガツキ ヨソウ ハッピョウ		2018年11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		前期比 ゼン キ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ		4,924		5,002		▲ 78

								3,034		3,034		0

								264		264		＋0

								1,791		1,791		0

						営業利益 エイギョウ リエキ		121		▲ 771		892

						経常利益 ケイジョウ リエキ		115		▲ 804		919

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		114		▲ 715		829

						EPS		40.01円 エン		▲264.47円 エン		304.48円 エン



																				セグメント		通期見通し ツウキ ミトオ

																				開発推進・支援事業 カイハツ スイシンテンシエンジギョウ		計画を上回る見通し ケイカク ウワマワ ミトオ

																				コンテンツ事業 ジギョウ		新作ゲームは計画通りリリース予定 シンサク ケイカク ドオ ヨテイ

																						既存ゲームは計画下回る見通し キゾン ケイカク シタマワ ミトオ

																				人材事業 ジンザイジギョウ		計画通りの見通し ケイカク ドオ ミトオ





業績予想 (5)

						業績予想 ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2019年11月期
予想 ネン ガツキ ヨソウ		2018年11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ		2017年11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ

										①		②		①－②

						売上高 ウリアゲ ダカ				5,089		6,115		▲ 1,026		6,115

								開発推進・支援 カイハツ スイシン シエン		3,034		3,082		▲ 48		3,082

								コンテンツ		264		1,560		▲ 1,296		1,560

								人材 ジンザイ		1,791		1,472		319		1,472

						営業利益 エイギョウ リエキ				▲ 850		▲ 1,251		＋401		▲ 1,251

						経常利益 ケイジョウ リエキ				▲ 900		▲ 1,202		＋302		▲ 1,202

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				▲ 707		▲ 1,137		＋430		▲ 1,137

						EPS				▲275.99円 エン		▲456.73円 エン		＋180.74円 エン		▲456.73円 エン



																								セグメント		通期見通し ツウキ ミトオ

																								開発推進・支援事業 カイハツ スイシンテンシエンジギョウ		計画を上回る見通し ケイカク ウワマワ ミトオ

																								コンテンツ事業 ジギョウ		新作ゲームは計画通りリリース予定 シンサク ケイカク ドオ ヨテイ

																										既存ゲームは計画下回る見通し キゾン ケイカク シタマワ ミトオ

																								人材事業 ジンザイジギョウ		計画通りの見通し ケイカク ドオ ミトオ





配当

						決算期 ケッサンキ		１株配当金 カブ ハイトウキン

						2015年11月期 ネン ガツキ		10円 エン

						2016年11月期 ネン ガツキ		10円 エン

						2017年11月期 ネン ガツキ		0円 エン

						2018年11月期 ネン ガツキ		0円 エン

						2019年11月期（予想） ネン ガツキ ヨソウ		0円 エン





新株予約権状況

										行使価額
（円） コウシ カガク エン		既行使数
（株）
① スデ コウシ スウ カブ		未行使数
（株）
② ミコウシ スウ カブ		付与数
（株）
①＋② フヨ スウ カブ		備考 ビコウ

								第５回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		1,886		50,000		0		50,000								94,300,000		5回行使 カイ コウシ

								第６回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		1,766		140,000		0		140,000								247,240,000		6回行使 カイ コウシ

								第７回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		1,676		140,000		0		140,000								234,640,000		7回行使 カイ コウシ

								第８回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		2,264		0		25,000		25,000		3/9に行使価額を3/8終値に修正予定 オワリネ シュウセイ ヨテイ						16,660,000		ワラント5～10回 カイ

								第９回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		2,119		0		70,000		70,000		4/24に行使価額を4/23終値に修正予定 ヨテイ						576,180,000

								第10回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		2,011		0		70,000		70,000		5/25に行使価額を5/24終値に修正予定 オワリネ シュウセイ ヨテイ

										計 ケイ		330,000		165,000		495,000





EF

						資金用途 シキン ヨウト		非エンターテインメント業界向けのエンジニア、および機械学習分野の研究開発のためのデータサイエンティストの採用および人件費に充当 ヒ ジンケンヒ ジュウトウ

						スキーム		契約上行使を確約されたコミットメントワラント（第５回～第７回新株予約権）と特定の株価をターゲットとしたターゲットワラント（第８回～第１０回
新株予約権）を組み合わせて発行
（第６回～第１０回新株予約権は行使価額修正条項が付帯） ケイヤク ジョウ コウシ カクヤク ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン トクテイ カブカ ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン ク ア ハッコウ ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン コウシ カガク シュウセイ ジョウコウ

						割当先 ワリアテ サキ		米国籍ファンド
（Japan International Partners LLC、Nippon Opportunity Partners LLC） ベイコクセキ

						調達額 チョウタツ ガク		946百万円（今後の株価動向および新株予約権行使状況により変動） ヒャクマンエン コンゴ カブカ ドウコウ シンカブ ヨヤクケン コウシ ジョウキョウ ヘンドウ

								内訳：コミットメントワラント（第５回～第７回新株予約権）619百万円 ウチワケ ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン ヒャクマンエン

								　　　ターゲットワラント（第８回～第１０回新株予約権）326百万円 ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン ヒャクマンエン

						※調達額は2018年３月９日開示資料「第三者割当による新株予約権の募集に関するお知らせ」に記載の チョウタツ ガク ネン ガツ ニチ カイジ シリョウ ダイサンシャ ワリアテ シンカブヨヤクケン ボシュウ カン シ キサイ

						　概算額です。行使価額修正条項など本新株予約権発行条件の詳細は開示資料をご参照ください ガイサン ガク コウシカガク シュウセイ ジョウコウ ホン シンカブ ヨヤクケン ハッコウ ジョウケン ショウサイ カイジ シリョウ サンショウ

																																		ソリューション		20%

																																		開発案件 カイハツ アンケン		56%

																																		ミドルウェア		24%







ソリューション	開発案件	ミドルウェア	0.2	0.56000000000000005	0.24	





Sheet2

						開発推進・支援事業 カイハツ スイシン シエン ジギョウ				人材事業 ジンザイ ジギョウ

						受託開発 ジュタク カイハツ				クリエイティブ人材に特化した人材派遣・転職支援サービス ジンザイ トッカ ジンザイ ハケン テンショク シエン

						ミドルウェア

						ソリューション





開発推進グラフ

										16/11期
（実績） キ ジッセキ		17/11期
（実績） キ ジッセキ		18/11期
（予想） キ ヨソウ

								開発推進・支援 カイハツ スイシン シエン		2904		3082		3034

								受託開発 ジュタク カイハツ		62%

								ミドルウェア		22%

								ソリューション		16%



開発推進・支援	

16/11期	
（実績）	17/11期	
（実績）	18/11期	
（予想）	2904	3082	3034	



受託開発	ミドルウェア	ソリューション	0.62	0.22	0.16	



人材グラフ

										16/11期
（実績） キ ジッセキ		17/11期
（実績） キ ジッセキ		18/11期
（予想） キ ヨソウ

								人材 ジンザイ		1121		1472		1791

								開発推進・支援 カイハツ スイシン シエン		2904		3082		3034

								派遣 ハケン		88%

								紹介 ショウカイ		12%



人材	

16/11期	
（実績）	17/11期	
（実績）	18/11期	
（予想）	1121	1472	1791	



派遣	紹介	0.88	0.12	



Sheet3

														17/11月末 ガツ マツ		18/5月末 ガツ マツ		18/11月末 ガツ マツ

												単体 タンタイ		243		254		169

												連結子会社 レンケツ コガイシャ		65		62		60

												計 ケイ		308		316		229

														17/11月末 ガツ マツ		18/5月末 ガツ マツ		18/8月末 ガツ マツ

												単体 タンタイ		243		254		174

												連結 レンケツ		308		316		234

														65		62		60



単体	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	243	254	169	連結子会社	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	65	62	60	計	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	308	316	229	







単体	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	243	254	169	連結子会社	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	65	62	60	計	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	308	316	229	









Sheet4

				譲渡資産の内容 ジョウト シサン ナイヨウ		『YOKOZUNA data』に関するソフトウェア資産、商標権、
および電子機器等の固定資産 カン シサン ショウヒョウケン デンシ キキ ナド コテイ シサン

				譲渡先 ジョウト サキ		Keywords International Limited

						※Keywords Studios PLC（ロンドン証券取引所上場）の子会社 ショウケン トリヒキ ジョ ジョウジョウ コガイシャ

				譲渡価額 ジョウト カガク		150万USドル マン

						※当第３四半期に特別利益150百万円を計上済 トウ ダイ シハンキ トクベツ リエキ ヒャクマンエン ケイジョウ スミ

				譲渡日 ジョウト ビ		reserved-43304x1F
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2019年11月期第１四半期 連結貸借対照表

（単位：百万円）

2019年11月期
第１四半期末

2018年11月期末 前期末比

流動資産 1,605 1,894 ▲ 289

（うち現預金） 580 699 ▲ 119

固定資産 541 607 ▲ 66

（うちソフトウェア資産） 156 190 ▲ 34

資産合計 2,147 2,501 ▲ 354

流動負債 726 1,058 ▲ 332

固定負債 79 113 ▲ 34

負債合計 805 1,171 ▲ 366

（うち有利子負債） 260 309 ▲ 49

純資産合計 1,341 1,330 11

（うち資本金） 439 439 0

負債・純資産合計 2,147 2,501 ▲ 354

自己資本比率 62.0% 52.7% ＋ 9.3pt

自己資本比率は、52.7％→62.0％と前期末比で9.3pt改善


課題と施策

								課題① カダイ		不採算案件の抑制 フサイサン アンケン ヨクセイ

								施策 シサク		見積～受注～開発～納品まで一連の社内プロセスを見直し ミツモリ ジュチュウ カイハツ ノウヒン イチレン シャナイ ミナオ

										専任のプロジェクトマネージャーを増員 センニン ゾウイン



								課題② カダイ		ミドルウェアの販売強化 ハンバイ キョウカ

								施策 シサク		地域ごとに実績のある代理人を活用して海外企業向け取引拡大 チイキ ジッセキ ダイリニン カツヨウ カイガイ キギョウ ム トリヒキ カクダイ

										今後、当社の収益柱となるソフトウェアの研究開発 コンゴ トウシャ シュウエキバシラ ケンキュウ カイハツ



								課題③ カダイ		非エンタメ領域の拡大 ヒ リョウイキ カクダイ

								施策 シサク		自動車業界向けの更なる拡大 ジドウシャ ギョウカイ ム サラ カクダイ

										機会学習の教師画像のような新たなニーズの取り込み キカイ ガクシュウ キョウシ ガゾウ アラ ト コ





Sheet7

						Q1		Q2		Q3		Q4

				売上高 ウリアゲ ダカ		1098		2502		3694		5002

				営業利益 エイギョウ リエキ		-364		-675		-831		-771

				経常利益 ケイジョウ リエキ		-401		-721		-893		-804

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		-401		-791		-749		-715

						1404		1192		1308

						-311		-156		60

						-320		-172		89

						-390		42		34





メモ

				FY2018 業績説明 ギョウセキ セツメイ

				FY2019 業績予想 ギョウセキ ヨソウ				ミドルウェア、開発、ソリューション別に金額で カイハツ ベツ キンガク

				今後の戦略 コンゴ センリャク				自動車、国内、海外 ジドウシャ コクナイ カイガイ

								YEBIS3の発売開始が2014/8、MIZUCHIが2015/8、競争力に陰り ハツバイ カイシ キョウソウリョク カゲ

				トピックス				住友林業 スミトモ リンギョウ

				会社概要 カイシャ ガイヨウ														不採算案件 フサイサン アンケン

				開発推進 カイハツ スイシン				エンタメ

								非エンタメ ヒ		自動車 ジドウシャ												課題 カダイ		現状 ゲンジョウ		対策 タイサク

										住宅 ジュウタク										請負 ウケオイ		不採算案件 フサイサン アンケン

										その他 タ										ミドル		海外販売拡大 カイガイ ハンバイ カクダイ

																						次の柱となるミドルウェア開発 ツギ ハシラ カイハツ

								ミドルウェア		国内 コクナイ										ソリューション		クラウド化による売上減 カ ウリアゲ ゲン

										海外 カイガイ		代理店 ダイリテン

										研究開発 ケンキュウ カイハツ

								アマゾンAWS活用 カツヨウ														課題 カダイ

																						自動車 ジドウシャ

								FY18にやった不採算案件抑制のための試み フサイサン アンケン ヨクセイ ココロ														住友林業 スミトモ リンギョウ

																						アマゾンAWS

								自動車事業　売上　FY17 ジドウシャ ジギョウ ウリアゲ						12995万円 マンエン

				人材 ジンザイ				関西エリア カンサイ

								研修 ケンシュウ

								見積～受注～開発～納品の社内プロセスを見直し、不採算案件の抑制と採算性の改善 ミツモリ ジュチュウ カイハツ ノウヒン シャナイ ミナオ フサイサン アンケン ヨクセイ サイサンセイ カイゼン

								プロジェクトマネージャーを増員 ゾウイン

								代理店を活用し、ミドルウェアの海外販売拡大を目指す ダイリテン カツヨウ カイガイ ハンバイ カクダイ メザ

								次世代の収益柱となるソフトウェアの研究開発 ジセダイ シュウエキ ハシラ ケンキュウ カイハツ

								エンジニア採用強化 サイヨウ キョウカ

								CGを使った教師画像 ツカ キョウシ ガゾウ

								新聞、大手ゼネコンがトンネル工事でプロジェクションマッピングを活用して シンブン オオテ コウジ カツヨウ

								新たな需要の掘り起こし アラ ジュヨウ ホ オ

								不採算案件 フサイサン アンケン

								成長分野の深耕 セイチョウ ブンヤ シンコウ

								海外販売強化 カイガイ ハンバイ キョウカ





PL (2)

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

												2019年11月期 ネン ガツキ		2018年11月期 ネン ガツキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

												第１四半期 ダイ シハンキ		第１四半期 ダイ シハンキ

												①		②		①ー②

										売上高 ウリアゲ ダカ		1,156		1,098		58

										売上原価 ウリアゲ ゲンカ		795		1,062		▲ 267

										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		360		36		324

										販管費 ハンカンヒ		366		401		▲ 35

										営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 5		▲ 364		359

										経常利益 ケイジョウ リエキ		6		▲ 401		407

										当期純利益 トウキ ジュンリエキ		10		▲ 401		411







BS (3)

																		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

														2019年11月期
第１四半期末 ネン ガツキ ダイ シハンキ キマツ		2018年11月期末 ネン ガツキ マツ		前期末比 ゼン キ マツ ヒ						201811		201811

												流動資産 リュウドウ シサン		1,605		1,894		▲ 289						1,894,029		1,894,029		0

												（うち現預金） ゲン ヨキン		580		699		▲ 119						699,520		699,520		0

												固定資産 コテイ シサン		541		607		▲ 66						607,847		607,847		0

												（うちソフトウェア資産） シサン		156		190		▲ 34						190,485		190,485		0

												資産合計 シサン ゴウケイ		2,147		2,501		▲ 354						2,501,876		2,501,876		0

												流動負債 リュウドウ フサイ		726		1,058		▲ 332						1,058,231		1,058,231		0

												固定負債 コテイ フサイ		79		113		▲ 34						113,474		113,474		0

												負債合計 フサイ ゴウケイ		805		1,171		▲ 366						1,171,706		1,171,706		0

												（うち有利子負債） ユウ リシ フサイ		260		309		▲ 49						309,763		309,763		0

												純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ		1,341		1,330		11						1,330,170		1,330,170		0

												（うち資本金） シホンキン		439		439		0						439,428		439,428		0

												負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		2,147		2,501		▲ 354						2,501,876		2,501,876		0

												自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		62.0%		52.7%		＋ 9.3pt



												短期借入金 タンキ カリイレキン		58,170,000

												一年以内償還社債 イチネン イナイ ショウカン シャサイ		147,866,000

												一年以内返済長期借入金 イチネン イナイ ヘンサイ チョウキ カリイレ キン		10,000,000

												長期借入金 チョウキカリイレキン		44,431,000

														260,467,000





Sheet6

												社内予算とは異なる シャナイ ヨサン コト

								FY17		FY18		FY19開示予想 カイジ ヨソウ

						開発受託 カイハツ ジュタク		1,919,845,199		1,445,638,393		1,818,000,000		372,361,607		自動車向けが増加 ジドウシャ ム ゾウカ

						ミドルウェア		683,067,575		974,104,520		750,000,000		(224,104,520)		大型案件の剥落により減少 オオガタ アンケン ハクラク ゲンショウ

						ソリューション		478,642,239		480,966,020		319,000,000		(161,966,020)		クラウド化の影響等により減少 カ エイキョウ ナド ゲンショウ

						計 ケイ		3,081,555,013		2,900,708,933		2,887,000,000		(13,708,933)



						イグニス		977,986,833		750,741,901		859,000,000		108,258,099		回復へ カイフク

						連結調整 レンケツ チョウセイ		(215,571,520)		(221,571,095)		(230,000,000)		(8,428,905)

						SSKK単体 タンタイ		1,157,429,886		916,467,587		1,189,000,000		272,532,413

								2,319,139,700		2,371,538,127		2,258,000,000		(113,538,127)

										915638091





開発推進・支援事業見通し

														（百万円） ヒャクマンエン

								2019年
11月期
予想 ネン ガツキ ヨソウ		2018年
11月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		増減 ゾウゲン		2017年
11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ

								①		②		①－②

				受託開発 ジュタク カイハツ				1,818		1,445		373		1,919

						（単体） タンタイ		(1,189)		(916)		(273)		(1,157)

						（子会社） コガイシャ		(859)		(750)		(109)		(977)

						（連結相殺） レンケツ ソウサイ		(▲ 230)		(▲ 221)		(▲ 9)		(▲ 215)

				ミドルウェア				750		974		▲ 224		683

				ソリューション				319		480		▲ 161		478

						計 ケイ		2,887		2,900		▲ 13		3,081

										49.83%

										33.59%

										16.55%





Sheet8

								売上高 ウリアゲ ダカ

						2017/11期
(実績) キ ジッセキ		1.3億円

						2018/11期
(実績) キ ジッセキ		3億円

						2019/11期
(予想) キ ヨソウ		5億円

						2020/11期
(予想) キ ヨソウ		7億円



売上高	

2017/11期	
(実績)	2018/11期	
(実績)	2019/11期	
(予想)	2020/11期	
(予想)	1.3	3	5	7	





セグメント別予想

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								事業セグメント ジギョウ				2019年11月期
予想 ネン ガツキ ヨソウ		2018年11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		前期比 ゼン キ ヒ



								開発推進・支援事業 カイハツ スイシン シエン ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,887		2,900		▲ 13

										セグメント利益 リエキ		253		174		78

								人材事業 ジンザイ ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		2,037		1,737		299

										セグメント利益 リエキ		387		369		17

								コンテンツ事業 ジギョウ		売上高 ウリアゲ ダカ		-		364		▲ 364

										セグメント利益 リエキ		-		▲ 749		749

								全社費用 ゼンシャ ヒヨウ		売上高 ウリアゲ ダカ		-		-		-

										セグメント利益 リエキ		▲ 519		▲ 566		47

								連結合計 レンケツ ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		4,924		5,002		▲ 78

										営業利益 エイギョウ リエキ		121		▲ 771		892







セグメント別

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

												2019年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2018年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ



								開発推進・支援 カイハツ スイシン シエン		売上高 ウリアゲ ダカ		668		552		116

										セグメント利益 リエキ		36		4		32

								人材 ジンザイ		売上高 ウリアゲ ダカ		448		402		46

										セグメント利益 リエキ		89		80		9

								その他（コンテンツ） タ		売上高 ウリアゲ ダカ		39		143		▲ 104

										セグメント利益 リエキ		2		▲ 298		300

								全社費用 ゼンシャ ヒヨウ		売上高 ウリアゲ ダカ		-		-		-

										セグメント利益 リエキ		▲ 132		▲ 149		17

								連結合計 レンケツ ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ		1,156		1,098		58

										営業利益 エイギョウ リエキ		▲ 5		▲ 364		359







セグメントごとの表

		開発推進・支援事業 カイハツ スイシン シエン ジギョウ

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2019年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2018年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ		2,900		552		▲ 182

						（受託開発） ジュタク カイハツ		(1,445)		(282)		(1,163)

						（ミドルウェア）		(974)		(170)		(804)

						（ソリューション）		(480)		(99)		(381)

						セグメント利益 リエキ		174		4		551



		コンテンツ事業 ジギョウ

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2019年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2018年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ		364		1,560		▲ 1,195

						セグメント利益 リエキ		▲ 749		▲ 627		▲ 121



		人材事業 ジンザイ ジギョウ

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2019年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		2018年11月期
第１四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		前年同期比 ゼンネン ドウキヒ



						売上高 ウリアゲ ダカ		1,737		1,472		264

						セグメント利益 リエキ		369		301		67







業績予想 (4)

						業績予想 ギョウセキ ヨソウ

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2019年11月期
予想
（1/15発表） ネン ガツキ ヨソウ ハッピョウ		2018年11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		前期比 ゼン キ ヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ		4,924		5,002		▲ 78

								3,034		3,034		0

								264		264		＋0

								1,791		1,791		0

						営業利益 エイギョウ リエキ		121		▲ 771		892

						経常利益 ケイジョウ リエキ		115		▲ 804		919

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ		114		▲ 715		829

						EPS		40.01円 エン		▲264.47円 エン		304.48円 エン



																				セグメント		通期見通し ツウキ ミトオ

																				開発推進・支援事業 カイハツ スイシンテンシエンジギョウ		計画を上回る見通し ケイカク ウワマワ ミトオ

																				コンテンツ事業 ジギョウ		新作ゲームは計画通りリリース予定 シンサク ケイカク ドオ ヨテイ

																						既存ゲームは計画下回る見通し キゾン ケイカク シタマワ ミトオ

																				人材事業 ジンザイジギョウ		計画通りの見通し ケイカク ドオ ミトオ





業績予想 (5)

						業績予想 ギョウセキ ヨソウ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2019年11月期
予想 ネン ガツキ ヨソウ		2018年11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		前期比 ゼンキ ヒ		2017年11月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ

										①		②		①－②

						売上高 ウリアゲ ダカ				5,089		6,115		▲ 1,026		6,115

								開発推進・支援 カイハツ スイシン シエン		3,034		3,082		▲ 48		3,082

								コンテンツ		264		1,560		▲ 1,296		1,560

								人材 ジンザイ		1,791		1,472		319		1,472

						営業利益 エイギョウ リエキ				▲ 850		▲ 1,251		＋401		▲ 1,251

						経常利益 ケイジョウ リエキ				▲ 900		▲ 1,202		＋302		▲ 1,202

						当期純利益 トウキ ジュンリエキ				▲ 707		▲ 1,137		＋430		▲ 1,137

						EPS				▲275.99円 エン		▲456.73円 エン		＋180.74円 エン		▲456.73円 エン



																								セグメント		通期見通し ツウキ ミトオ

																								開発推進・支援事業 カイハツ スイシンテンシエンジギョウ		計画を上回る見通し ケイカク ウワマワ ミトオ

																								コンテンツ事業 ジギョウ		新作ゲームは計画通りリリース予定 シンサク ケイカク ドオ ヨテイ

																										既存ゲームは計画下回る見通し キゾン ケイカク シタマワ ミトオ

																								人材事業 ジンザイジギョウ		計画通りの見通し ケイカク ドオ ミトオ





配当

						決算期 ケッサンキ		１株配当金 カブ ハイトウキン

						2015年11月期 ネン ガツキ		10円 エン

						2016年11月期 ネン ガツキ		10円 エン

						2017年11月期 ネン ガツキ		0円 エン

						2018年11月期 ネン ガツキ		0円 エン

						2019年11月期（予想） ネン ガツキ ヨソウ		0円 エン





新株予約権状況

										行使価額
（円） コウシ カガク エン		既行使数
（株）
① スデ コウシ スウ カブ		未行使数
（株）
② ミコウシ スウ カブ		付与数
（株）
①＋② フヨ スウ カブ		備考 ビコウ

								第５回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		1,886		50,000		0		50,000								94,300,000		5回行使 カイ コウシ

								第６回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		1,766		140,000		0		140,000								247,240,000		6回行使 カイ コウシ

								第７回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		1,676		140,000		0		140,000								234,640,000		7回行使 カイ コウシ

								第８回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		2,264		0		25,000		25,000		3/9に行使価額を3/8終値に修正予定 オワリネ シュウセイ ヨテイ						16,660,000		ワラント5～10回 カイ

								第９回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		2,119		0		70,000		70,000		4/24に行使価額を4/23終値に修正予定 ヨテイ						576,180,000

								第10回新株予約権 ダイ カイ シンカブヨヤクケン		2,011		0		70,000		70,000		5/25に行使価額を5/24終値に修正予定 オワリネ シュウセイ ヨテイ

										計 ケイ		330,000		165,000		495,000
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						資金用途 シキン ヨウト		非エンターテインメント業界向けのエンジニア、および機械学習分野の研究開発のためのデータサイエンティストの採用および人件費に充当 ヒ ジンケンヒ ジュウトウ

						スキーム		契約上行使を確約されたコミットメントワラント（第５回～第７回新株予約権）と特定の株価をターゲットとしたターゲットワラント（第８回～第１０回
新株予約権）を組み合わせて発行
（第６回～第１０回新株予約権は行使価額修正条項が付帯） ケイヤク ジョウ コウシ カクヤク ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン トクテイ カブカ ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン ク ア ハッコウ ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン コウシ カガク シュウセイ ジョウコウ

						割当先 ワリアテ サキ		米国籍ファンド
（Japan International Partners LLC、Nippon Opportunity Partners LLC） ベイコクセキ

						調達額 チョウタツ ガク		946百万円（今後の株価動向および新株予約権行使状況により変動） ヒャクマンエン コンゴ カブカ ドウコウ シンカブ ヨヤクケン コウシ ジョウキョウ ヘンドウ

								内訳：コミットメントワラント（第５回～第７回新株予約権）619百万円 ウチワケ ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン ヒャクマンエン

								　　　ターゲットワラント（第８回～第１０回新株予約権）326百万円 ダイ カイ ダイ カイ シンカブヨヤクケン ヒャクマンエン

						※調達額は2018年３月９日開示資料「第三者割当による新株予約権の募集に関するお知らせ」に記載の チョウタツ ガク ネン ガツ ニチ カイジ シリョウ ダイサンシャ ワリアテ シンカブヨヤクケン ボシュウ カン シ キサイ

						　概算額です。行使価額修正条項など本新株予約権発行条件の詳細は開示資料をご参照ください ガイサン ガク コウシカガク シュウセイ ジョウコウ ホン シンカブ ヨヤクケン ハッコウ ジョウケン ショウサイ カイジ シリョウ サンショウ

																																		ソリューション		20%

																																		開発案件 カイハツ アンケン		56%

																																		ミドルウェア		24%







ソリューション	開発案件	ミドルウェア	0.2	0.56000000000000005	0.24	





Sheet2

						開発推進・支援事業 カイハツ スイシン シエン ジギョウ				人材事業 ジンザイ ジギョウ

						受託開発 ジュタク カイハツ				クリエイティブ人材に特化した人材派遣・転職支援サービス ジンザイ トッカ ジンザイ ハケン テンショク シエン

						ミドルウェア

						ソリューション





開発推進グラフ

										16/11期
（実績） キ ジッセキ		17/11期
（実績） キ ジッセキ		18/11期
（予想） キ ヨソウ

								開発推進・支援 カイハツ スイシン シエン		2904		3082		3034

								受託開発 ジュタク カイハツ		62%

								ミドルウェア		22%

								ソリューション		16%



開発推進・支援	

16/11期	
（実績）	17/11期	
（実績）	18/11期	
（予想）	2904	3082	3034	



受託開発	ミドルウェア	ソリューション	0.62	0.22	0.16	



人材グラフ

										16/11期
（実績） キ ジッセキ		17/11期
（実績） キ ジッセキ		18/11期
（予想） キ ヨソウ

								人材 ジンザイ		1121		1472		1791

								開発推進・支援 カイハツ スイシン シエン		2904		3082		3034

								派遣 ハケン		88%

								紹介 ショウカイ		12%



人材	

16/11期	
（実績）	17/11期	
（実績）	18/11期	
（予想）	1121	1472	1791	



派遣	紹介	0.88	0.12	



Sheet3

														17/11月末 ガツ マツ		18/5月末 ガツ マツ		18/11月末 ガツ マツ

												単体 タンタイ		243		254		169

												連結子会社 レンケツ コガイシャ		65		62		60

												計 ケイ		308		316		229

														17/11月末 ガツ マツ		18/5月末 ガツ マツ		18/8月末 ガツ マツ

												単体 タンタイ		243		254		174

												連結 レンケツ		308		316		234

														65		62		60



単体	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	243	254	169	連結子会社	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	65	62	60	計	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	308	316	229	







単体	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	243	254	169	連結子会社	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	65	62	60	計	

17/11月末	18/5月末	18/11月末	308	316	229	









Sheet4

				譲渡資産の内容 ジョウト シサン ナイヨウ		『YOKOZUNA data』に関するソフトウェア資産、商標権、
および電子機器等の固定資産 カン シサン ショウヒョウケン デンシ キキ ナド コテイ シサン

				譲渡先 ジョウト サキ		Keywords International Limited

						※Keywords Studios PLC（ロンドン証券取引所上場）の子会社 ショウケン トリヒキ ジョ ジョウジョウ コガイシャ

				譲渡価額 ジョウト カガク		150万USドル マン

						※当第３四半期に特別利益150百万円を計上済 トウ ダイ シハンキ トクベツ リエキ ヒャクマンエン ケイジョウ スミ

				譲渡日 ジョウト ビ		reserved-43304x1F
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当第１四半期までの業績は、概ね計画通りに推移していることから、2019年
１月15日に開示した2019年11月期の連結業績予想に変更ありません。

2019年11月期 連結業績予想

（単位：百万円）

2019年11月期
予想

（1/15発表）

2018年11月期
実績

前期比

売上高 4,924 5,002 ▲ 78

営業利益 121 ▲ 771 892

経常利益 115 ▲ 804 919

当期純利益 114 ▲ 715 829



INDEX

１．2019年11月期第１四半期 連結決算説明

２．2019年11月期 連結業績予想

３．トピックス

APPENDIX：会社概要
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 Googleが提供する新たなゲームプラットフォーム「Stadia」に当社ミドルウェア
「YEBIS」と「Enlighten」を対応させるべく、現在準備を進めており、今夏頃まで
に対応完了する見通し

 本件に関連する、売上については、対応完了を今夏頃に予定しているため、来
期（2020年11月期）以降の当社グループ業績に寄与するものと考えております
が、当期（2019年11月期）における影響は軽微であると考えています。開発費
用等については、当期の予算内に収まる見通しです。今後、本件に関連して開
示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示してまいります。

 新たなゲームプラットフォームができたことにより、ビジネスチャンス拡大を期待

Googleの新ゲームプラットフォーム「Stadia」への対応状況



APPENDIX：会社概要
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会社概要

 社名 シリコンスタジオ株式会社

 証券コード 3907（東証マザーズ上場）

 設立 1999年11月

 上場日 2015年２月23日

 所在地 東京都渋谷区恵比寿１－２１－３

 資本金 439百万円（2018年11月末現在）

 売上高 5,002百万円（2018年11月期連結）

 事業内容 開発推進・支援事業

人材事業

 従業員数 単体169名、連結229名（2018年11月末現在）

 関係会社 イグニス・イメージワークス株式会社

株式会社イリンクス
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事業概要：①開発推進・支援事業

＜事業概要＞

 受託開発：ゲーム、CG・VR関連、自動車向けHMIなどの受託開発

 ミドルウェア：CG技術を核としたミドルウェア製品の開発・販売

 ソリューション：大手ゲーム会社向けにサーバープログラム開発から
ネットワーク構築・運用・監視サービスをワンストップで提供

＜売上推移＞

18/11期
2,900百万円

受託開発
50％

ミドルウェア
34％

ソリューション
16％

＜売上構成＞

2,904 
3,082 

2,900 

16/11期

（実績）

17/11期

（実績）

18/11期

（実績）

（百万円）
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事業概要：②人材事業

＜事業概要＞

 ゲーム、WEB、映像業界のクリエイター、エンジニアに特化した人材派遣、
職業紹介サービス

＜売上推移＞ ＜売上構成＞

1,121

1,472

1,737

16/11期

（実績）

17/11期

（実績）

18/11期

（実績）

（百万円）

18/11期
1,737百万円

人材派遣
85％

職業紹介
15％
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連結業績推移（単位：百万円）

 売上高

507

146

▲ 499

▲ 1,137

▲ 715

▲ 1,500

▲ 1,000

▲ 500

0

500

1,000

14/11期 15/11期 16/11期 17/11期 18/11期

 経常利益

 当期純利益

8,056 8,231

7,001

6,115

5,002

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

14/11期 15/11期 16/11期 17/11期 18/11期

832

252

▲ 428

▲ 1,202

▲ 804

▲ 1,500

▲ 1,000

▲ 500

0

500

1,000

14/11期 15/11期 16/11期 17/11期 18/11期



 リアルタイムレンダリングエンジン 「Mizuchi」

 ポストエフェクトミドルウェア 「YEBIS」
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主なミドルウェア製品

 グローバルイルミネーション（GI）のリアルタイム処理 「Enlighten」

製品紹介サイト https://www.siliconstudio.co.jp/middleware/mizuchi/

製品紹介サイト https://www.siliconstudio.co.jp/middleware/yebis/jp/

製品紹介サイト https://www.siliconstudio.co.jp/middleware/enlighten/jp/
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本資料における注意事項等

 本資料に掲載している情報は、シリコンスタジオ株式会社（以下、当社）の財務情報、経営指標等の
提供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。また、本資
料の情報の掲載は、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際は、本資料の情
報に全面的に依拠して投資判断を下すことはお控えいただき、投資に関するご決定は皆様ご自身の
ご判断で行うようにお願いいたします。

 本資料に掲載している情報に関して、当社は最新の注意を払っておりますが、掲載した情報に誤りが
あった場合や、第三者によりデータ改ざん、データダウンロード等によって生じた障害等に関し、事由の
如何を問わずに一切責任を負うものではありません。

 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に基づき判断したものであ
り、マクロ経済動向及び市場環境や当社の関連する業界動向、その他内部・外部要因等により変動
することがあります。従いまして、実際の業績が本資料に記載されている将来の見通しに関する記述
等と異なるリスクや不確実性がありますことを、予めご了承ください。

【IRに関するお問い合わせ】
シリコンスタジオ株式会社

ＩＲ担当
電話 ： 03-5423-6876

E-mail  ： ir@siliconstudio.co.jp
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