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2020 年 10 月 19 日 

各 位 

会 社 名 株式会社システムインテグレータ 

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 梅 田 弘 之 

（コード番号：3826  東証一部） 

問 合 せ 先 取締役管理本部長 山 田 ひ ろ み 

（ TEL. 048-600-3880 ） 

 

 

（訂正）「2021年２月期第２四半期決算補足資料」の一部訂正に関するお知らせ 

 

2020年 10月 15日に公表いたしました「2021年２月期第２四半期決算補足資料」に、一

部誤りがありましたので下記の通り訂正いたします。なお、訂正箇所には下線を付してお

ります。 

 

記 

 

１.訂正理由 

 セグメント別業績のグラフ表記に誤りがあったため、訂正するものです。 
 

２.訂正内容 

  ５ページ 2021年２月期２Q セグメント別業績（１/３） 

（訂正前） 
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（訂正後） 

 

 

以上 
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2021年2月期２Q決算概要（1/２）

【単位：百万円】

2

20/02
2Q実績

21/02
2Q実績

前期比増減
率（％）

20/02
実績

21/02
予想 ※

前期比増減
率（％）

売上高 1,951 2,151  10.2% 4,554 4,400 △3.4%

売上総利益
（利益率） 816 651 △20.3% 1,755 － －

販管費 538 510 △5.1% 1,094 － －

営業利益 278 140 △49.6% 661 500 △24.4%

経常利益 280 145 △48.1% 664 503 △24.3%

四半期（当期）純利益 192 99 △48.2% 458 347 △24.3%

2Q決算では、ERP事業の売上高が伸び前期比増となったものの、「新型コロナショック」の影響とERP事業に
おける大型不採算案件により利益は前期比で大幅に下回る結果となった。


中計

						24期 キ		25期 キ		26期 キ

						2018年2月期 ネン ガツキ		2019年2月期 ネン ガツキ		2020年2月期 ネン ガツキ		2

				売上高（計画） ウリアゲ ダカ ケイカク		4,000		4,800		5,300



						21期 キ		22期 キ		23期 キ

						2018年2月期 ネン ガツキ		2019年2月期 ネン ガツキ		2020年2月期 ネン ガツキ

				経常利益（計画） ケイジョウ リエキ ケイカク		503		578		684
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株式会社システムインテグレータ



Balance Sheets

				■貸借対照表　Balance Sheets タイシャク タイショウヒョウ

				　　各会計年度における2月末日現在／As of February　28 or 29 カクカイケイ ネンド ガツ マツジツ ゲンザイ

												単位：千円／Unit:thousand yen セン

												2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		開示科目名称 カイジ カモク メイショウ		＜資産の部＞ シサン ブ						Assets																														開示科目名称 カイジ カモク メイショウ		差異 サイ

		-		流動資産 リュウドウ シサン						Current assets

		11101				現金及び預金				Cash and deposits		606,249		610,640		554,124		776,122		826,146		1,070,684		1,047,172		1,130,393		401,792		788,462		725,737		917,779		1,319,274		1,296,512		11101		1,295,192

		11102				売掛金				Accounts receivable		487,146		493,973		471,439		284,445		283,092		455,470		639,789		851,515		717,436		660,848		609,100		589,698		611,190		995,715		11102		995,104

		111031				商品 ショウヒン				Merchandise		-		-		-		-		-		-		-		9,380		7,288		-		-		-		-		0		111031

		11103				仕掛品				Work in process		145,186		134,879		50,893		53,535		48,456		72,573		130,839		124,666		1,268,251		954,934		1,211,943		1,104,070		49,452		134,719		11103		134,669

		11104				貯蔵品				Supplies		46		21		26		956		437		294		127		107		134		112		89		17		23		30		11104		30

		11106				前渡金				Advance payments-trade		49		2,014		6,513		10,142		14,825		25,749		22,198		26,750		29,613		42,156		43,341		52,564		58,629		116,301		11106		116,243

		11107				前払費用				Prepaid expense		5,764		7,380		11,356		7,960		9,198		11,361		9,145		12,298		27,861		25,463		34,587		34,072		36,863		43,424		11107		43,387

		11108				繰延税金資産				Deferred tax assets		27,599		33,948		27,502		37,646		34,277		42,110		39,103		50,755		-		47,342		129,244		44,477		156,506		0		11108		-157

		手入力 テ ニュウリョク				未収入金				Accounts reveivable		-		-		-		20,002		-		-		-		-		-		-		-		-		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		11105				未収還付法人税等 ミシュウ カンプ ホウジンゼイ トウ				Income taxes receivable		-		-		48,507		-		-		-		-		-		-		-		-		44,812		14,948		0		11105		-15

		11109				その他				Other		752		426		4,378		504		3,364		63		3,532		7,582		44,824		1,294		7,901		1,892		3,814		3,034		11109		3,030

		11110				貸倒引当金				Allowance for doubtful accounts		(147)		(1,483)		(1,509)		(853)		(691)		(591)		(835)		(1,115)		(71)		(66)		(61)		-		-		0		11110

		111						流動資産合計		Total current assets		1,272,647		1,281,802		1,173,233		1,190,463		1,219,108		1,677,715		1,891,072		2,212,334		2,497,130		2,520,550		2,761,885		2,789,385		2,250,704		2,589,734		111

		-		固定資産						Fixed assets

		-				有形固定資産				Tangible ｆixed assets																																0

		1120101						建物		Buildings		4,876		6,694		6,694		8,372		7,577		7,516		7,516		4,860		57,746		57,746		57,746		57,746		57,746		67,707		1120101

		1120102						工具、器具及び備品		Tools, fixtures and equipment		10,855		16,577		17,700		19,303		23,619		27,719		33,333		35,214		47,878		50,612		50,490		50,571		51,629		52,795		1120102

		1120103						減価償却累計額		Accumulated depreciation		(5,217)		(9,811)		(14,064)		(18,631)		(22,885)		(24,913)		(30,335)		(33,908)		(33,262)		(49,390)		(61,383)		(71,302)		(79,644)		(84,079,317)		1120103

		11201						有形固定資産合計		Total tangible fixed assets		10,514		13,459		10,329		9,044		8,311		10,322		10,514		6,166		72,363		58,968		46,854		37,016		29,731		36,422		11201

		-				無形固定資産				Intangible assets																												ERROR:#N/A

		1120201						ソフトウエア		Software		211,325		123,918		178,304		147,710		116,172		79,748		113,332		147,514		116,656		143,840		160,735		177,233		110,031		222,531		1120201

		1120202						ソフトウエア仮勘定		Software in progress		-		44,030		8,708		7,027		13,451		9,589		10,466		23,951		137,120		58,693		70,049		16,102		187,066		179,754		1120202

		手入力						権利金		Right		-		80,000		60,000		40,000		20,000		-		-		-		-		-		-		-		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		1120203						その他		Other		170		170		170		170		170		170		10,670		7,114		3,781		448		170		170		170		170,448		1120203

		11202						無形固定資産合計		Total intangible assets		211,496		248,119		247,183		194,908		149,794		89,508		134,469		178,580		257,559		202,982		230,955		193,506		297,268		402,455		11202

		-				投資その他の資産				Investments and other assets																												ERROR:#N/A

		1120301						投資有価証券		Equity securities 		8,473		973		973		-		-		721		34,601		60,395		57,089		76,545		79,772		101,745		84,361		85,739		1120301

		1120304						破産更生債権等		Claims provable in bankruptcy		-		-		-		-		-		150		-		-		-		-		-		-		-		0		1120304

		1120302						繰延税金資産		Deferred tax assets		3,285		5,382		-		-		-		375		-		-		-		22,363		20,503		-		41,510		108,270		1120302

		手入力						敷金及び保証金		Deposits and guarantee money		16,499		20,299		20,299		25,953		29,894		26,108		25,790		78,255				-		-		-		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		手入力						その他		Other		(4,042)		-														69,119		65,187		70,179		67,695		62,865		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		11110						貸倒引当金		Allowance for doubtful accounts		(4,042)		-		-		-		-		(150)		-		-		-		-		-		-		-		0		11110

		11203						投資その他の資産合計		Total investments and other assets		28,259		26,656		21,273		25,953		29,894		27,205		60,391		138,651		126,209		164,095		170,455		169,440		188,737		259,902		11203

		112						固定資産合計		Total ｆixed assets		250,269		288,235		278,787		229,906		188,000		127,035		205,376		323,398		456,131		426,046		448,264		399,963		515,737		698,779		112

		11		資産合計						Total assets		1,522,917		1,570,037		1,452,020		1,420,369		1,407,108		1,804,751		2,096,448		2,535,732		2,953,262		2,946,596		3,210,149		3,189,348		2,766,442		3,288,513		11



				　　各会計年度における2月末日現在／As of February　28 or 29 カクカイケイ ネンド ガツ マツジツ ゲンザイ

												単位：千円／Unit:thousand yen セン

												2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

				＜負債の部＞ フサイ ブ						Liabilities

		-		流動負債						Current liabilities

		1210101				買掛金 カイカケキン				Accounts payable		66,802		99,443		93,562		54,665		50,684		79,664		145,890		235,722		219,115		107,702		184,006		178,338		180,711		261,992		1210101

		手入力				短期借入金 タンキ カリイレ キン				Short-term loan payable		-		-		-		-		-		-		-		-		353,334		20,848		-		-		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		1210102				未払金 ミ バライ キン				Accrued expenses		127,844		36,974		18,772		30,827		10,316		10,901		10,366		15,763		39,066		23,765		9,576		16,028		40,292		62,944		1210102

		1210103				未払費用 ミバラ ヒヨウ				Accrued expenses		16,481		21,145		16,830		19,686		16,715		21,985		26,093		29,898		68,473		49,037		34,943		37,883		45,538		51,408		1210103

		1210104				未払法人税等 ミバラ ホウジンゼイトウ				Income taxes payable		65,401		56,273		-		2,899		3,068		133,930		95,066		107,011		81,546		122,051		94,226		-		-		141,099		1210104

		1210105				未払消費税等 ミバラ ショウヒゼイトウ				Accrued consumption taxes		-		28,769		8,529		9,789		11,875		-		16,431		26,763		-		133,448		-		33,799		53,320		55,629		1210105

		1210106				前受金 マエウケ キン				Advances received		36,092		18,875		20,343		36,139		81,286		101,911		128,153		169,013		156,001		178,568		266,886		214,994		226,104		239,453		1210106

		1210107				預り金 アズカ キン				Deposits received		3,255		4,668		29,210		24,272		4,513		5,007		6,181		9,615		12,419		15,636		16,516		19,265		30,363		21,258		1210107

		1210108				賞与引当金 ショウヨ ヒキアテ キン				Reserve for bonuses		44,158		60,038		42,021		48,003		29,820		57,629		65,097		89,035		91,439		90,001		96,079		116,032		152,226		177,863		1210108

		1210109				受注損失引当金 ジュチュウ ソンシツ ヒキアテ キン				Provision for loss on order received		3,670		550		10,661		-		217		5,894		1,798		-		1,067,509		976,126		1,256,494		982,618		6,246		17		1210109

		1210111				その他 タ				Other		-		2,591		-		1,848		9		25,593		-		483		-		238		-		-		-		1,292		1210111

		12101				流動負債合計 リュウドウ フサイ ゴウケイ				Total current liabilities		363,706		329,330		239,931		228,131		208,506		442,517		495,078		683,308		2,088,906		1,717,424		1,958,729		1,598,961		734,802		1,012,955		12101

		-		固定負債 コテイ フサイ						Noncurrent liabilities

		1210201				繰延税金負債 クリノベ ゼイキン フサイ				Deferred tax liabilities		-		-		-		-		-		-		4,243		10,646		13,867		-		-		20,349		-		0		1210201

		12102				固定負債合計 コテイ フサイ ゴウケイ				Total Noncurrent liabilities		363,706		-		-		-		-		-		4,243		10,646		13,867		-		-		20,349		-		11,136		12102

		121		負債合計 フサイ ゴウケイ						Total liabilities		394,272		329,330		239,931		228,131		208,506		442,517		499,322		693,955		2,102,774		1,717,424		1,958,729		1,619,310		734,802		1,024,091		121

				＜純資産の部＞ ジュンシサン ブ						Net assets

		-		株主資本						Shareholders' equity

		1220101				資本金 シホンキン				Capital stock		357,072		358,402		358,402		358,402		358,402		358,402		363,722		367,712		367,712		367,712		367,712		367,712		367,712		367,712		1220101

		1220102				資本剰余金 シホン ジョウヨキン				Capital surplus		347,072		348,402		348,402		348,402		348,402		348,402		353,722		357,712		357,712		357,712		357,712		357,712		357,712		357,712		1220102

		1220103				利益剰余金 リエキ ジョウヨキン				Retained earnings		424,500		533,903		505,284		485,434		491,797		655,430		870,933		1,088,934		99,795		464,412		479,868		781,469		1,255,205		1,536,515		1220103

		1220104				自己株式 ジコ カブシキ				TreasuryStock		-		-		-		-		-		-		-		(45)		(61)		(61)		(61)		(61)		(106)		(49,591,146)		1220104

		12201				株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ				Total shareholders' equity		1,128,644		1,240,707		1,212,088		1,192,238		1,198,601		1,362,234		1,588,377		1,814,312		825,159		1,189,775		1,205,231		1,506,832		1,980,523		2,212,348		12201

		1220201		その他有価証券評価差額金 タ ユウカ ショウケン ヒョウカ サガク キン						Valuation difference on available-for-sale securities		-		-		-		-		-		-		8,749		27,464		25,328		39,396		46,188		63,204		51,116		52,074		1220201

		122				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				Total net assets		1,128,644		1,240,707		1,212,088		1,192,238		1,198,601		1,362,234		1,597,126		1,841,777		850,487		1,229,172		1,251,420		1,570,037		2,031,639		2,264,422		122

		12		負債純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						Total liabilities and net assets		1,522,917		1,570,037		1,452,020		1,420,369		1,407,108		1,804,751		2,096,448		2,535,732		2,953,262		2,946,596		3,210,149		3,189,348		2,766,442		3,288,513		12







by Product

		■製品区分別売上高・総利益　Breakdown of Consolidated Sales and Gross Profit by Product セイヒン クブン ベツ ウリアゲ ダカ ソウリエキ

		　　2月末日に終了した各会計年度／Year ended February　28 or 29 ガツ マツジツ シュウリョウ カクカイケイ ネンド

						単位：千円／Unit:thousand yen セン

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		製品区分別売上高 セイヒン クブン ベツ ウリアゲ タカ		Sales

		「SI Object Browser」関連 カンレン		SI Object Browser		297,651		337,016		292,572		242,988		238,984		274,541		331,967		327,311		330,167

		「SI Web Shopping」関連 カンレン		SI Web Shopping		404,582		589,973		821,569		606,378		610,549		703,293		1,062,010		1,158,124		911,318

		「GRANDIT」関連 カンレン		GRANDIT		565,597		1,039,159		811,128		713,319		810,962		857,612		1,064,271		1,538,787		1,615,851

		「SI Object Browser PM」関連 カンレン		SI Object Browser PM						14,854		66,646		134,050		177,726		161,368		208,975		230,517

		その他パッケージ等 タ トウ		Others		149,244		68,261		65,276		74,857		59,514		51,838		37,654		319,845		13,147

		合計 ゴウケイ		Total		1,417,076		2,034,412		2,005,402		1,704,191		1,854,060		2,065,011		2,657,272		3,553,043		3,101,003



						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		製品区分別売上高構成比 セイヒン クブン ベツ ウリアゲ タカ コウセイヒ		Sales weighting

		「SI Object Browser」関連 カンレン		SI Object Browser		21.0%		16.6%		14.6%		14.3%		12.9%		13.3%		12.4%		9.2%		10.6%

		「SI Web Shopping」関連 カンレン		SI Web Shopping		28.6%		29.0%		41.0%		35.6%		32.9%		34.1%		40.0%		32.6%		29.4%

		「GRANDIT」関連 カンレン		GRANDIT		39.9%		51.1%		40.4%		41.9%		43.8%		41.5%		40.1%		43.3%		52.1%

		「SI Object Browser PM」関連 カンレン		SI Object Browser PM						1.1%		3.9%		7.2%		8.6%		6.1%		5.9%		7.4%

		その他パッケージ等 タ トウ		Others		10.5%		3.3%		2.9%		4.3%		3.2%		2.5%		1.4%		9.0%		0.4%



						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		製品区分別売上高成長率 セイヒン クブン ベツ ウリアゲ タカ セイチョウリツ		Sales growth rate

		「SI Object Browser」関連 カンレン		SI Object Browser				13.2%		-13.2%		-16.9%		-1.6%		14.9%		20.9%		-1.4%		0.9%

		「SI Web Shopping」関連 カンレン		SI Web Shopping				45.8%		39.3%		-26.2%		0.7%		15.2%		51.0%		9.1%		-21.3%

		「GRANDIT」関連 カンレン		GRANDIT				83.7%		-21.9%		-12.1%		13.7%		5.8%		24.1%		44.6%		5.0%

		「SI Object Browser PM」関連 カンレン		SI Object Browser PM								348.7%		101.1%		32.6%		-9.2%		29.5%		10.3%

		その他パッケージ等 タ トウ		Others				-54.3%		-4.4%		14.7%		-20.5%		-12.9%		-27.4%		749.4%		-95.9%

		合計 ゴウケイ		Total				43.6%		-1.4%		-15.0%		8.8%		11.4%		28.7%		33.7%		-12.7%

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		製品区分別売上総利益 セイヒン クブン ベツ ウリアゲ ソウリエキ		Gross profit

		「SI Object Browser」関連 カンレン		SI Object Browser												253,864		304,446		294,011		293,727

		「SI Web Shopping」関連 カンレン		SI Web Shopping												158,461		295,162		156,702		150,721

		「GRANDIT」関連 カンレン		GRANDIT												259,112		248,967		388,336		311,059

		「SI Object Browser PM」関連 カンレン		SI Object Browser PM												81,566		69,962		131,287		184,045

		その他パッケージ等 タ トウ		Others												22,881		17,772		72,779		(974,469)

		合計 ゴウケイ		Total												775,886		936,311		1,043,117		(34,915)



						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		製品区分別売上総利益率 セイヒン クブン ベツ ウリアゲ ソウリエキ リツ		Gross profit margin

		「SI Object Browser」関連 カンレン		SI Object Browser												92.5%		91.7%		89.8%		89.0%

		「SI Web Shopping」関連 カンレン		SI Web Shopping												22.5%		27.8%		13.5%		16.5%

		「GRANDIT」関連 カンレン		GRANDIT												30.2%		23.4%		25.2%		19.3%

		「SI Object Browser PM」関連 カンレン		SI Object Browser PM												45.9%		43.4%		62.8%		79.8%

		その他パッケージ等 タ トウ		Others												44.1%		47.2%		22.8%		-7412.1%

		合計 ゴウケイ		Total												37.6%		35.2%		29.4%		-1.1%

						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		製品区分別売上総利益増減率 セイヒン クブン ベツ ウリアゲ ソウリエキ ゾウゲン リツ		Change in Gross profit

		「SI Object Browser」関連 カンレン		SI Object Browser														19.9%		-3.4%		-0.1%

		「SI Web Shopping」関連 カンレン		SI Web Shopping														86.3%		-46.9%		-3.8%

		「GRANDIT」関連 カンレン		GRANDIT														-3.9%		56.0%		-19.9%

		「SI Object Browser PM」関連 カンレン		SI Object Browser PM														-14.2%		87.7%		40.2%

		その他パッケージ等 タ トウ		Others														-22.3%		309.5%		-1438.9%

		合計 ゴウケイ		Total														20.7%		11.4%		-103.3%





Statements of Income

				■損益計算書　Statements of Income

				　　2月末日に終了した各会計年度／Year ended February　28 or 29 ガツ マツジツ シュウリョウ カクカイケイ ネンド

								単位：千円／Unit:thousand yen セン

		開示科目コード カイジ カモク						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2,019		2,020		開示科目コード カイジ カモク

		201		売上高 ウリアゲ ダカ		Net sales		1,417,076		2,034,412		2,005,402		1,704,191		1,854,060		2,065,011		2,657,272		3,553,043		3,101,003		3,539,196		3,176,524		3,767,312		4,066,040		4,554,211		201		4,555,803		12.05%

		202		売上原価 ウリアゲ ゲンカ		Cost of sales		911,960		1,372,040		1,433,674		1,144,202		1,313,435		1,289,124		1,720,961		2,509,925		3,135,918		2,508,184		2,296,549		2,491,429		2,549,183		2,798,562		202

		203		売上総利益叉は売上総損失 ウリアゲ ソウリエキ マタ ウリアゲ ソウ ソンシツ		Gross profit (loss)		505,115		662,371		571,727		559,988		540,625		775,886		936,311		1,043,117		(34,915)		1,031,012		879,975		1,275,882		1,516,856		1,755,649		203		1,766,975		16.49%

		204		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパン カンリヒ		Selling, general and administrative expenses		298,464		420,115		560,554		586,354		528,499		478,183		530,125		611,069		699,053		586,147		660,923		780,920		972,776		1,094,424		204

		205		営業利益又は営業損失 エイギョウ リエキ マタ エイギョウ ソンシツ		Operating Profit(loss)		206,650		242,255		11,173		(26,366)		12,125		297,702		406,185		432,048		(733,969)		444,864		219,052		494,961		544,079		661,225		205		687,000		26.27%

		206		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		Total non-operating income		366		862		1,937		3,088		1,240		1,012		1,347		2,612		3,106		3,380		3,616		1,567		13,667		3,724		206

		207		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		Total non-operating expenses		12,497		-		-		5,444		36		10,009		-		0		542		1,095		6		6		91		271		207

		208		経常利益叉は経常損失 ケイジョウ リエキ マタ ケイジョウ ソンシツ		Ordinary Profit(loss)		194,520		243,118		13,111		(28,722)		13,329		288,705		407,532		434,661		(731,404)		447,149		222,662		496,522		557,656		664,678		208		688,951		23.54%

		209		特別利益 トクベツ リエキ		Total extraordinary income		2,310		-		-		656		162		-		550		5,019		-		-		4,913		3,487		-		0		209

		210		特別損失 トクベツ ソンシツ		Total extraordinary loss		1,150		14,167		21		973		2,806		2,995		0		2,671		350		16		1		0		145,028		0		210

		21１		税引前当期純利益又は税引前当期純損失 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ マタ ゼイ ビ マエ トウキ ジュン ソンシツ		Profit（loss) before income taxes		195,679		228,950		13,089		(29,040)		10,685		285,710		408,082		437,009		(731,755)		447,133		227,574		500,010		412,628		ERROR:#N/A		21１

		212		法人税等合計 ホウジンゼイトウ ゴウケイ		Total income taxes		87,578		93,452		12,782		(9,189)		4,321		122,077		159,710		164,816		174,296		82,516		90,257		154,096		(166,351)		206,118		212

		215		当期純利益又は当期純損失 トウキジュンリエキ マタ トウキ ジュン ソンシツ		Profit(loss)		108,101		135,498		307		(19,850)		6,363		163,632		248,372		272,193		(906,051)		364,616		137,316		345,913		578,979		458,560		215		176,776		0.6946763181

																																								30.53%

																																				ｃ



2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2005402	1704191	1854060	2065011	2657272	3553043	3101003	3539196	3176524	3767312	4066040	4554211005	0	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	13111	-28722	13329	288705	407532	434661	-731404	447149	222662	496522	557656	売上高
Net sales

経常利益及び経常損失
Ordinary Profit（loss）



by Product(2016)

		■報告セグメント別売上高・営業利益　Breakdown of Consolidated Sales and Operating Profit by Product ホウコク ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ

		　　2月末日に終了した各会計年度／Year ended February　28 or 29 ガツ マツジツ シュウリョウ カクカイケイ ネンド

						単位：千円／Unit:thousand yen セン

						2016/1Q		2016/2Q		2016/3Q		2016/4Q		2017/1Q		2017/2Q		2017/3Q		2017/4Q		2018/1Q		2018/2Q		2018/3Q		2018/4Q		2019/2Q		2019/4Q		2020/2Q		2020/4Q		開示科目コード カイジ カモク

		報告セグメント別の売上高 ホウコク ベツ ウリアゲ ダカ		Sales																																		セグメント会計勘定科目コードの取り方を聞く カイケイ カンジョウ カモク ト カタ キ

		SI Object Browser 事業 ジギョウ		「SI Object Browser」series/SI Object Browser PM		126,269		285,061		412,371		580,310		170,169		326,040		469,036		619,717		157,935		319,602		458,875		628,667		366,679		740,751		767,495		767,495

		EC・オムニチャネル事業 ジギョウ		SI Web Shopping		161,588		376,167		514,739		672,544		135,884		327,120		489,399		600,436		124,111		293,144		437,287		699,278		366,034		725,333		829,781		829,781

		ERP事業 ジギョウ		GRANDIT		541,323		1,190,336		1,744,333		2,286,341		322,444		919,519		1,301,620		1,956,371		362,062		846,722		1,347,742		2,438,268		1,352,070		2,588,032		2,916,122		2,916,122

		その他 タ		Others																								1,098		4,163		11,922				42,404



		合計 ゴウケイ		Total		829,180		1,851,565		2,671,444		3,539,196		628,499		1,572,680		2,260,056		3,176,524		644,108		1,459,469		2,243,904		3,767,312		2,088,946		4,066,040



						2016/1Q		2016/2Q		2016/3Q		2016/4Q		2017/1Q		2017/2Q		2017/3Q		2017/4Q		2018/1Q		2018/2Q		2018/3Q		2018/4Q		2019/2Q		2019/4Q		2020/2Q		2020/4Q

		報告セグメント別営業利益 エイギョウ リエキ		Operating profit

		SI Object Browser 事業 ジギョウ		「SI Object Browser」series/SI Object Browser PM		86,236		203,487		284,493		392,912		109,846		209,020		301,750		397,331		104,020		139,021		271,132		270,030		154,000		339,272		357,626		326913

		EC・オムニチャネル事業 ジギョウ		SI Web Shopping		33,887		85,991		87,624		(30,956)		5,025		36,072		17,312		65,802		22,967		19,112		127,039		89,641		75,000		136,779		229,138		205845

		ERP事業 ジギョウ		GRANDIT		98,599		182,462		299,008		401,593		35,126		8,924		87,968		151,108		70,278		(2,553)		234,880		197,926		122,000		163,899		259,994		209391

		その他 タ		Others																				(4,896)		(18,133)		(62,636)		(76,013)		(138,017)				(80925)

		（全社費用） ゼンシャ ヒ ヨウ		Recocilingitems		(66,739)		(161,122)		(234,555)		(318,684)		(77,003)		(187,117)		(294,176)		(395,191)		(118,936)		(237,322)		(361,465)



		合計 ゴウケイ		Total		151,982		310,819		436,569		444,865		72,995		66,900		112,854		219,052		78,330		150,683		253,453		494,961		275,462		544,079				544,079



						2016/1Q		2016/2Q		2016/3Q		2016/4Q		2017/1Q		2017/2Q		2017/3Q		2017/4Q		2018/1Q		2018/2Q		2018/3Q		2018/4Q		2019/2Q		2019/4Q		2020/2Q		2020/4Q

		報告セグメント別売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		Operating profit margin

		SI Object Browser 事業 ジギョウ		「SI Object Browser」series/SI Object Browser PM		68.3%		71.4%		69.0%		67.7%		64.6%		64.1%		64.3%		64.1%		65.9%		43.5%		59.1%		43.0%		42.0%		45.8%

		EC・オムニチャネル事業 ジギョウ		SI Web Shopping		21.0%		22.9%		17.0%		-4.6%		3.7%		11.0%		3.5%		11.0%		18.5%		6.5%		29.1%		12.8%		20.5%		18.9%

		ERP事業 ジギョウ		GRANDIT		18.2%		15.3%		17.1%		17.6%		10.9%		1.0%		6.8%		7.7%		19.4%		-0.3%		17.4%		8.1%		9.0%		6.3%

		その他 タ		Others																				-				-		-		-



		合計 ゴウケイ		Total		18.3%		16.8%		16.3%		12.6%		11.6%		4.3%		5.0%		6.9%		12.2%		10.3%		11.3%		13.1%		13.2%		13.4%



		2019年2月期から従前各報告セグメントに配賦していなかった全社費用について、各報告セグメントに配賦する方法に変更しております。 ネン ガツ キ ジュウゼン カク ホウコク ハイフ ゼンシャ ヒヨウ カク ホウコク ハイフ ホウホウ ヘンコウ

		2018年2月期についても変更後の方法により記載しております。 ネン ガツ キ ヘンコウ ゴ ホウホウ キサイ



		Until FY2/18, expenses that were not directly related to operating segments were presentation of other expenses, but from FY2/19 The Company changed the method to allocate to operating segments.

		On connection with this revision, segment information for FY2/18 has been reclassified to conform to the presentation of the revised segments for FY2/19.









セグメント別会計は各Qごとに数字管理が必要。



Cash flow statement

				■キャッシュ・フロー計算書　Cash flow statement

				　　2月末日に終了した各会計年度／Year ended February　28 or 29 ガツ マツジツ シュウリョウ カクカイケイ ネンド

										単位：千円／Unit:thousand yen セン

										2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		開示科目コード カイジ カモク		営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				Net cash provided by (used in) operating activities																														開示科目コード カイジ カモク

		4010101				税引前当期純利益又は税引前当期純損失		Profit before income taxes		195,679		228,950		13,089		(29,040)		10,685		285,710		408,082		437,009		(731,755)		447,133		227,574		500,010		412,628		ERROR:#N/A		4010101				412,628

		4010102				減価償却費		Depreciation		81,261		117,203		122,569		112,409		104,635		111,020		59,598		71,945		101,885		256,321		172,057		124,908		114,488		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A				114,489

		手入力 テ ニュウリョク				減損損失		Impairment loss		-		-		-		-		794		-		-		2,655		-		-		-		-		-		ERROR:#N/A		手入力 テ ニュウリョク				ERROR:#N/A

		4010103				賞与引当金の増減額		Increase (decrease) in reserve for bonuses		17,999		15,879		(18,016)		5,982		(18,183)		27,809		7,468		23,937		2,404		(1,437)		6,077		19,953		36,193		ERROR:#N/A		4010103				36,194

		4010104				貸倒引当金の増減額		Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts		3,679		1,336		26		(656)		(162)		51		93		280		(1,044)		(5)		(5)		(61)		-		ERROR:#N/A		4010104				0

		4010105				受注損失引当金の増減額		Increase (decrease) in provision for loss on order received		(5,696)		(3,120)		10,111		(10,661)		217		5,677		(4,096)		(1,798)		1,067,509		(91,383)		280,368		(273,876)		(976,372)		ERROR:#N/A		4010105				-976,372

		4010106				受取利息及び受取配当金		interest and dividends received		(13)		(4)		(27)		(23)		(12)		(13)		(168)		(726)		(993)		(929)		(942)		(824)		(1,187)		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A				-1,188

		手入力 テ ニュウリョク				有価証券利息		Interest income on securities		(245)		(455)		(892)		(287)		(295)		(314)		(363)		(169)		(20)		-		-		-		-		ERROR:#N/A		手入力 テ ニュウリョク		開示科目コードは「受取利息及び受取配当金」と記載あるが、こちらはファクトブック上の「有価証券利息」で適切か カイジ カモク ウケトリ リソク オヨ ウケトリ ハイトウキン キサイ ジョウ ユウカ ショウケン リソク テキセツ		ERROR:#N/A

		4010107				支払利息 シハライ リソク		Interest expenses		-		-		-		-		-		-		-		-		535		1,095		6		-		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A				0

		40204				投資有価証券評価損益		Loss (gain) on valuation of investment securities		1,123		7,500		-		973		-		1,109		(550)		(5,019)		-		-		-		-		-		ERROR:#N/A		40204				0

		4010108				投資有価証券売却損益 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ソンエキ		Loss (gain) on sale of investment securities		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		(4,913)		(3,487)		-		ERROR:#N/A		4010108				0

		4010109				固定資産除却損		Loss on diaposal of fixed assets		26		-		21		-		11		224		0		15		350		16		1		0		28		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A				28

		手入力 テ ニュウリョク				ソフトウェア評価損 ヒョウカ ゾン		Loss of valuation of software		-		6,667		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		ERROR:#N/A		手入力 テ ニュウリョク				ERROR:#N/A

		手入力 テ ニュウリョク				災害義援金		Loss Disaster		-		-		-		-		-		10,000		-		-		-		-		-		-		-		ERROR:#N/A		手入力 テ ニュウリョク				ERROR:#N/A

		4010118				和解金 ワカイキン		Settlement package						-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		145,000		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A				145,000

		4010110				売上債権の増減額		Increase (decrease) in accounts receivable		(207,959)		(6,827)		22,534		186,993		1,352		(172,378)		(184,319)		(211,726)		134,079		56,587		51,748		19,402		(21,491)		ERROR:#N/A		4010110				-21,492

		4010111				たな卸資産の増減額		Increase (decrease) in inventory assets		(123,015)		10,332		83,980		(3,571)		5,597		(23,973)		(58,098)		(3,187)		(1,141,519)		320,626		(256,986)		107,945		1,054,611		ERROR:#N/A		4010111				1,054,612

		4010112				仕入債務の増減額		Increase (decrease) in accounts payable		(14,920)		32,641		(5,881)		(38,897)		(3,981)		28,980		66,225		89,832		(16,607)		(111,413)		76,304		(5,668)		2,372		ERROR:#N/A		4010112				2,372

		4010113				未収消費税等の増減額 ミシュウ ショウヒゼイ トウ ゾウゲンガク		Decrease (increase) in consumption taxes refund 		(689)		689		-		-		-		-		-		-		(42,111)		42,111		(5,313)		5,313		-		ERROR:#N/A		1120103				ERROR:#N/A

		4010114				未払消費税等の増減額		(Increase) decrease in accrued consumption tax		(689)		28,769		(20,239)		1,259		2,086		13,718		(9,162)		10,832		(26,763)		133,448		(133,448)		33,799		19,521		ERROR:#N/A		1120103				19,521

		4010115				前受金の増減額		Increase (decrease) in advances received		24,706		(17,216)		1,467		15,795		45,146		20,625		26,241		40,860		(13,011)		22,566		88,317		(51,891)		11,109		ERROR:#N/A		4010115				11,109

		4010116				その他		Other		7,649		3,312		14,566		(2,803)		(33,860)		1,808		6,309		11,761		45,877		(39,295)		(26,239)		5,579		36,568		ERROR:#N/A		4010116				36,568

		40101				小計		Subtotal		(23,696)		425,657		223,312		237,473		114,031		310,053		317,262		466,504		(621,187)		1,035,442		474,607		481,103		833,471		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A				833,471

		40102				利息及び配当金の受取額		Interest and dividends received		257		459		914		310		307		328		531		895		1,014		929		942		824		1,187		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A				1,188

		40103				利息の支払額 リソク シハライ ガク		Interest expenses paid		-		-		-		-		-		-		-		-		(684)		(1,092)		(6)		-		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A				0

		40105				法人税等の還付額		Income taxes refund		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		29,864		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A				29,864

		40104				法人税等の支払額		Interest paid		(87,511)		(109,794)		(103,015)		(103,014)		(103,013)		(103,012)		(103,011)		(170,205)		(143,914)		(129,618)		(204,780)		(172,516)		(2,242)		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A				-2,243

		40106				和解金の支払額 ワカイ キン シハラ ガク								-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		(145,000)		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A				-145,000

		401		営業活動によるキャッシュ・フロー				Net cash provided by (used in) operating activities		(110,950)		316,322		121,210		286,580		114,274		299,430		122,353		297,194		(764,772)		905,662		270,762		309,411		717,280		ERROR:#N/A		401				717,280

				投資活動によるキャッシュ・フロー				Net cash provided by (used in) investing activities

		手入力 テ ニュウリョク				有価証券の取得による支出		Purchase of short-term investment securities		(299,754)		(389,544)		(919,107)		(1,159,712)		(1,559,704)		(1,959,685)		(2,099,636)		(1,819,830)		(539,979)		-		-		-		-		ERROR:#N/A		手入力 テ ニュウリョク

		手入力 テ ニュウリョク				有価証券の償還による収入		Proceeds from redemption of securities		299,754		389,544		919,107		1,159,712		1,559,704		1,959,685		2,099,636		1,819,830		539,979		-		-		-		-		ERROR:#N/A		手入力 テ ニュウリョク

		40201				有形固定資産の取得による支出		Payments for purchases of tangible fixed assets		(7,020)		(7,312)		(1,805)		(3,281)		(4,550)		(6,704)		(5,822)		(2,523)		(84,318)		(884)		(2,844)		(731)		(1,698)		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		40202				無形固定資産の取得による支出		Payments for purchases of intabgible assets		(105,473)		(278,165)		(147,512)		(55,567)		(55,044)		(46,265)		(98,446)		(112,838)		(163,092)		(185,166)		(187,386)		(76,890)		(209,296)		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		4010112				投資有価証券の取得による支出		Purchase for purchases of investment securities		-		-		-		-		-		(1,830)		(20,340)		-		-		-		-		-		-		ERROR:#N/A		1120103

		40204				投資有価証券の売却による収入 バイキャク シュウニュウ		Purchase from sales of investment securities		5,767		-		-		-		-		-		550		4,565		-		-		8,193		7,245		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		40203				敷金及び保証金の差入による支出		Deposit and guarantee payments		(6,499)		(3,800)		-		(5,653)		(3,940)		-		-		(57,795)		(14,356)		(80)		(9,004)		(2,429)		(167)		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		40205				敷金及び保証金の回収による収入		Proceeds from return of deposits and guarantee payments		-		-		-		-		-		1,805		-		90		27,998		-		-		-		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		手入力 テ ニュウリョク				その他		Other		-		-		-		-		-		(1,896)		-		-		-		-		-		-		-		ERROR:#N/A		手入力 テ ニュウリョク

		402		投資活動によるキャッシュ・フロー				Net cash provided by (used in) investing activities		(113,225)		(289,278)		(149,318)		(64,502)		(63,535)		(54,890)		(124,059)		(168,502)		(233,768)		(186,131)		(191,041)		(72,805)		(211,162)		ERROR:#N/A		402

				財務活動によるキャッシュ・フロー				Net cash provided by (used in) financing activities

		40301				短期借入れによる収入 タンキ カリイレ シュウニュウ		Increase in short-term loans payable		-		-		-		-		-		-		-		-		1,280,000		640,000		-		-		-		ERROR:#N/A		40301

		40301				短期借入金の返済による支出 タンキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		Decrease in short-term loans payable		-		-		-		-		-		-		-		-		(926,666)		(972,486)		(20,848)		-		-		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		手入力 テ ニュウリョク				株式の発行による収入 カブシキ ハッコウ シュウニュウ		Proceeds from issuance of common stock		671,130		2,660		-		-		-		-		10,640		7,980		-		-		-		-		-		ERROR:#N/A		手入力 テ ニュウリョク

		40302				配当金の支払額		Dividends paid		-		(25,312)		(28,408)		(80)		(715)		(1)		(32,447)		(53,405)		(83,378)		(375)		(121,597)		(44,564)		(104,576)		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		手入力 テ ニュウリョク				自己株式の取得に関する支出 ジコ カブシキ シュトク カン シシュツ		Purchase of TreasuryStock		-		-		-		-		-		-		-		(45)		(15)		-		-		-		(45)		ERROR:#N/A		手入力 テ ニュウリョク

		403		財務活動によるキャッシュ・フロー				Net cash provided by (used in) financing activities		671,130		(22,652)		(28,408)		(80)		(715)		(1)		(21,807)		(45,471)		269,940		(332,861)		(142,445)		(44,564)		(104,621)		ERROR:#N/A		403

		404		現金及び現金同等物の増減額				Increase (decrease) in cash and cash equivalents		446,954		4,391		(56,515)		221,997		50,024		244,537		(23,512)		83,220		(728,600)		386,669		(62,725)		192,042		401,495		ERROR:#N/A		404

		405		現金及び現金同等物の期首残高				Cash and cash equivalents at beginning of period		159,294		606,249		610,640		554,124		776,122		826,146		1,070,684		1,047,172		1,130,393		401,792		788,462		725,737		917,779		ERROR:#N/A		405

		406		現金及び現金同等物の期末残高				Cash and cash equivalents at end of period		606,249		610,640		554,124		776,122		826,146		1,070,684		1,047,172		1,130,393		401,792		788,462		725,737		917,779		1,319,274		ERROR:#N/A		406



キャッシュフフロー計算書書類の勘定科目コードをキーに数字を入力する。



Statements of changes in net as

		■株主資本等変動計算書　Statements of changes in net assets

		　　2月末日に終了した各会計年度／Year ended February　28 or 29 ガツ マツジツ シュウリョウ カクカイケイ ネンド

								単位：千円／Unit:thousand yen セン

								2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		資本金 シホンキン				Capital stock

				当期首残高 トウキ シュ ザンダカ		Capital stock at beginning of period		357,072		358,402		358,402		358,402		358,402		358,402		363,722		367,712		367,712		367,712		367,712		367,712

				　新株の発行 シンカブ ハッコウ		　Issuance of new shares		1,330		-		-		-		-		5,320		3,990		-		-		-		-		-

				当期変動額 トウキ ヘンドウ ガク		Changes of items during the period		1,330		-		-		-		-		5,320		3,990		-		-		-		-		-

				当期末残高 トウキ マツ ザンダカ		Capital stock at end of period		358,402		358,402		358,402		358,402		358,402		363,722		367,712		367,712		367,712		367,712		367,712		367,712



		資本剰余金 シホン ジョウヨキン				Capital surplus

				当期首残高 トウキ シュ ザンダカ		Capital surplus at beginning of period		347,072		348,402		348,402		348,402		348,402		348,402		353,722		357,712		357,712		357,712		357,712		357,712

				　新株の発行 シンカブ ハッコウ		　Issuance of new shares		1,330		-		-		-		-		5,320		3,990		-		-		-		-		-

				当期変動額 トウキ ヘンドウ ガク		Changes of items during the period		1,330		-		-		-		-		5,320		3,990		-		-		-		-		-

				当期末残高 トウキ マツ ザンダカ		Capital surplus at end of period		348,402		348,402		348,402		348,402		348,402		353,722		357,712		357,712		357,712		357,712		357,712		357,712



		利益剰余金 リエキ ジョウヨキン				Retained earnings

				当期首残高 トウキ シュ ザンダカ		Retained earnings at beginning of period		424,500		533,903		505,284		485,434		491,797		655,430		870,933		1,088,934		99,795		464,412		479,868		781,469

				　剰余金の配当 ジョウヨキン ハイトウ		　Dividends from surplus		(26,096)		(28,925)		-		-		-		(32,870)		(54,192)		(83,087)		-		(121,860)		(44,312)		(105,243)

				　当期純利益又は当期純損失 トウキ ジュンリエキ マタ トウキ ジュン ソンシツ		Profit （loss）		135,498		307		(19,850)		6,363		163,632		248,372		272,193		(906,051)		364,616		137,316		345,913		578,979

				当期変動額 トウキ ヘンドウ ガク		Changes of items during the period		109,402		(28,618)		(19,850)		6,363		163,632		215,502		218,001		(989,138)		364,616		15,455		301,600		473,736

				当期末残高 トウキ マツ ザンダカ		Retained earnings at end of period		533,903		505,284		485,434		491,797		655,430		870,933		1,088,934		99,795		464,412		479,868		781,469		1,255,205												に



		株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ				Total shareholders' equity

				当期首残高 トウキ シュ ザンダカ		Total shareholders' equity at beginning of period		1,128,644		1,240,707		1,212,088		1,192,238		1,198,601		1,362,234		1,588,377		1,814,312		825,159		1,189,775		1,205,231		1,506,823

				　新株の発行 シンカブ ハッコウ		　Issuance of new shares		2,660		-		-		-		-		10,640		7,980		-		-		-		-		-

				　剰余金の配当 ジョウヨキン ハイトウ		　Dividends from surplus		(26,096)		(28,925)		-		-		-		(32,870)		(54,192)		(83,087)		-		(121,860)		(44,312)		(105,243)

				　当期純利益又は当期純損失 トウキ ジュンリエキ マタ トウキ ジュン ソンシツ		Profit （loss）		135,498		307		(19,850)		6,363		163,632		248,372		272,193		(906,051)		364,616		137,316		345,913		578,979

				　自己株式の取得 ジコ カブシキ シュトク		Purchase of TreasuryStock		-		-		-		-		-		-		(45)		(15)		-		-		-		(45)

				当期変動額 トウキ ヘンドウ ガク		Changes of items during the period		112,062		(28,618)		(19,850)		(19,850)		(19,850)		(19,850)		(19,850)		(989,153)		364,616		15,455		301,600		473,690

				当期末残高 トウキ マツ ザンダカ		Total shareholders' equity at end of period		1,240,707		1,212,088		1,192,238		1,192,238		1,192,238		1,192,238		1,192,238		825,159		1,189,775		1,205,231		1,506,832		1,980,523



		純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				Net assets

				当期首残高 トウキ シュ ザンダカ		Balance at beginning of current period		1,128,644		1,240,707		1,212,088		1,192,238		1,198,601		1,362,234		1,597,126		1,841,777		850,487		1,229,172		1,251,420		1,570,037

				　新株の発行 シンカブ ハッコウ		　Issuance of new shares		2,660		-		-		-		-		10,640		7,980		-		-		-		-		-

				　剰余金の配当 ジョウヨキン ハイトウ		　Dividends from surplus		(26,096)		(28,925)		-		-		-		(32,870)		(54,192)		(83,087)		-		(121,860)		(44,312)		(105,243)

				　当期純利益又は当期純損失 トウキ ジュンリエキ マタ トウキ ジュン ソンシツ		Profit （loss）		135,498		307		(19,850)		6,363		163,632		248,372		272,193		(906,051)		364,616		137,316		345,913		578,979

				　自己株式の取得 ジコ カブシキ シュトク		Purchase of TreasuryStock		-		-		-		-		-		-		(45)		(15)		-		-		-		(45)

				　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） カブヌシ シホン イガイ コウモク トウキ ヘンドウ ガク ジュン ガク		　Net changes of items other than shareholders' equity				-		-		-		-		8,749		18,715		(2,136)		14,067		6,792		17,016		(12,088)

				当期変動額 トウキ ヘンドウ ガク		Changes of items during the period		112,062		(28,618)		(19,850)		6,363		163,632		234,892		244,651		(991,289)		378,684		22,248		318,616		461,601

				当期末残高 トウキ マツ ザンダカ		Balance at end of current period		1,240,707		1,212,088		1,192,238		1,198,601		1,362,234		1,597,126		1,841,777		850,487		1,229,172		1,251,420		1,570,037		2,031,639



株主資本計算書については参照データが存在しない為、別途数値を取り出し口を検討する必要がある。



Profitability & Growth indicati

		■収益性・成長性指標　Profitability & Growth indicators シュウエキセイ セイチョウセイ シヒョウ

		　　2月末日に終了した各会計年度／Year ended February　28 or 29 ガツ マツジツ シュウリョウ カクカイケイ ネンド



						2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		＜収益性指標＞ シュウエキ セイ シヒョウ		Profitability indicators

		売上高総利益率 ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		Gross profit ratio		32.6%		28.5%		32.9%		29.2%		37.6%		35.2%		29.4%		-1.1%		29.1%		27.7%		33.9%		37.3%

		売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		Operating income ratio		11.9%		0.6%		-		0.7%		14.4%		15.3%		12.2%		-23.7%		12.6%		6.9%		13.1%		13.4%

		売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		Ordinary income Ratio		12.0%		0.7%		-		0.7%		14.0%		15.3%		12.2%		-23.6%		12.6%		7.0%		13.2%		13.7%

		売上高当期純利益率 ウリアゲ ダカ トウキ ジュンリエキ リツ		Net income Ratio		6.7%		0.0%		-		0.3%		7.9%		9.3%		7.7%		-29.2%		10.3%		4.3%		9.2%		14.2%

		総資産事業利益率【ROA】 ソウシサン ジギョウ リエキ リツ		Return on assets【ROA】		15.7%		0.7%		-1.8%		0.9%		18.5%		20.8%		18.7%		-26.7%		15.1%		7.1%		15.5%		18.3%

		株主資本純利益率【ROE】 カブヌシ シホン ジュンリエキ リツ		Return on equity【ROE】		11.4%		0.0%		-1.7%		0.5%		12.8%		16.8%		16.0%		-68.7%		36.2%		11.5%		25.5%		33.2%

		キャッシュ・フロー・マージン		Cash flow margin		20.9%		6.0%		16.8%		6.2%		14.5%		4.6%		8.4%		-24.7%		25.6%		8.5%		8.2%		17.6%



						2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		＜成長性指標＞ セイチョウセイ シヒョウ		Growth indicators

		売上高成長率 ウリアゲ ダカ セイチョウリツ		Sales growth rate		143.6%		98.6%		85.0%		108.8%		111.4%		128.7%		133.7%		87.3%		114.1%		89.8%		118.6%		107.9%

		営業利益成長率 エイギョウ リエキ セイチョウリツ		Operating income growth rate		117.2%		4.6%		-		-		2455.3%		136.4%		106.4%		-169.9%		-		49.2%		226.0%		109.9%

		経常利益成長率 ケイジョウ リエキ セイチョウリツ		Ordinary income growth rate		125.0%		5.4%		-		-		2166.0%		141.2%		106.7%		-168.3%		-		49.8%		223.0%		112.3%

		当期純利益成長率 トウキ ジュンリエキ セイチョウリツ		Net income growth rate		125.3%		0.2%		-		-		2571.6%		151.8%		109.6%		-332.9%		-		37.7%		251.9%		167.4%

		営業キャッシュ・フロー（小計）成長率 エイギョウ ショウケイ セイチョウリツ		Operating cash flows growth rate		-		52.5%		106.3%		48.0%		271.9%		102.3%		147.0%		-133.2%		-		45.8%		101.4%		173.2%

		1株当たり純利益成長率 カブ ア ジュンリエキ セイチョウリツ		Earning per share growth rate		124.4%		0.1%		-		-		2571.6%		303.3%		104.8%		-330.7%		-		37.7%		251.9%		167.4%



2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	0.32859462348997265	0.29158980831256809	0.37572971766252095	0.35235798217118908	0.29358411930280609	-1.1259260310293154E-2	0.29131249018138583	0.2770245085508562	0.33867171075822761	0.37305486419218697	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	0.32859462348997265	0.29158980831256809	0.37572971766252095	0.35235798217118908	0.29358411930280609	-1.1259260310293154E-2	0.29131249018138583	0.2770245085508562	0.33867171075822761	0.37305486419218697	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	0.8498001896876537	1.0879414337946862	1.113777871266302	1.2868076731794649	1.3371017344103275	0.87277384484229437	1.1413068610381867	0.89752700895909687	1.1859856874999213	1.0792947332209277	売上高総利益率
Gross profit ratio

売上高成長率
Sales growth rate



Other financial data

		■その他財務データ　Other financial data タ ザイム

		　　2月末日に終了した各会計年度／Year ended February　28 or 29 ガツ マツジツ シュウリョウ カクカイケイ ネンド



						2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020

		＜その他財務データ＞ タ ザイム		Other financial data

		流動比率 リュウドウ ヒリツ		Current ratio		349.9%		389.2%		489.0%		521.8%		584.7%		379.1%		382.0%		323.8%		119.5%		146.8%		141.0%		174.4%		306.3%

		自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ		Equity ratio		74.1%		79.0%		83.5%		83.9%		85.2%		75.5%		76.2%		72.6%		28.8%		41.7%		39.0%		49.2%		73.4%

		総資産回転率 ソウシサン カイテン リツ		Total asseta turnover		0.9		1.3		1.4		1.2		1.3		1.1		1.3		1.4		1.1		1.2		1.0		1.2		1.5

		1株当たり純資産額【BPS】（円）　※ カブ ア ジュンシサン ガク エン		Book value per share【BPS】		216.2		235.9		115.2		113.3		114.0		129.5		147.4		166.2		76.8		111.0		113.0		141.7		183.4

		1株当たり当期純利益【EPS】（円）　※ カブ ア トウキ ジュンリエキ エン		Earnings per share【EPS】		20.7		25.8		0.0		(0.9)		0.3		7.8		23.6		24.7		(81.8)		32.9		12.4		31.2		52.3

		1株当たり配当金（円）　※ カブ ア ハイトウキン エン		Dividends per share(￥）		5.0		5.5		0.0		0.0		0.0		3.1		5.0		7.5		0.0		11.0		4.0		9.5		16.0

		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		Dividend payout ratio		20.1%		21.2%		-		-		-		20.1%		21.2%		30.3%		-		33.4%		32.3%		30.4%		30.6%

		期末株価（円）　※ キマツ カブカ エン		Stock price at the end of the period（￥）		707		418		77		90		79		106		281		454		254		361		346		543		705

		株価収益率【PER】（倍） カブカ シュウエキ リツ バイ		Price to earnings ratio【PER】（Times）		34.1		16.2		5,276.3		-		262.0		13.7		11.9		18.3		-		11.0		27.9		17.4		13.5

		株価純資産倍率【PBR】（倍） カブカ ジュンシサン バイリツ バイ		Price-book value ratio【PBR】（Times）		3.3		1.8		0.7		0.8		0.7		0.8		1.9		2.7		3.3		3.3		3.1		3.8		3.8

		期末発行済株式数（株）　※ キマツ ハッコウ ズ カブシキスウ カブ		Number of outstanding share at the end of the period（Share）		5,219,200		5,259,200		10,518,400		10,518,400		10,518,400		10,518,400		10,838,400		11,078,400		11,078,400		11,078,400		11,078,400		11,078,400		11,078,400

		従業員数（人） ジュウギョウイン スウ ニン		Number of employees at fiscal year-end		60		79		96		111		108		100		114		123		142		138		141		158		174



		※ 2012年9月1日付で普通株式１株につき200株の割合で、2013年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で、2018年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、過去に遡り当該株式分割が行われたと仮定し算定しております。 ネン ヘイネン ガツ ヒ ツケ フツウ カブシキ カブ カブ ワリアイ ネン ガツ ヒ ツケ フツウ カブシキ カブ カブ ワリアイ ネン ガツ ヒ ヅケ フツウ カブシキ カブ カブ ワリアイ カコ サカノボ

		※The company conductied a 200-for-1 stock split in September 2012, and a 2-for-1 stock split in August 2013, and a 2-for-1 stock split in December 2018. Figures per share are caluculated by taking the stock splits into account.























































		※ 2012年9月1日付で普通株式１株につき200株の割合で、2013年8月1日付で普通株式1株につき2株の割合で、2018年12月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、過去に遡り当該株式分割が行われたと仮定し算定しております。 ネン ヘイネン ガツ ヒ ツケ フツウ カブシキ カブ カブ ワリアイ ネン ガツ ヒ ツケ フツウ カブシキ カブ カブ ワリアイ ネン ガツ ヒ ヅケ フツウ カブシキ カブ カブ ワリアイ カコ サカノボ

		※The company conductied a 200-for-1 stock split in September 2012, and a 2-for-1 stock split in August 2013, and a 2-for-1 stock split in December 2018. Figures per share are caluculated by taking the stock splits into account.



2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	115.2350167325829	1	113.34784758138119	113.95278749619713	129.50962123516885	147.35809713610865	166.24936813980361	76.769840410167532	110.95212305025996	112.96035528596188	141.72055531484691	183.38740251299825	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	96	111	108	100	114	123	142	138	141	158	174	1株当たり純資産額【BPS】
Book value per share【BPS】

従業員数
Number of employees at fiscal year-end



【決算説明会】全社売上

						20/02
2Q実績 ジッセキ		21/02
2Q実績 ジッセキ		前期比増減
率（％） ゼンキ ヒ ゾウゲン		20/02
実績 ジッセキ		21/02
予想 ※ ヨソウ		前期比増減率（％） ゼンキヒ ゾウゲン リツ

				売上高		1,951		2,151		 10.2%		4,554		4,400		△3.4%

				売上総利益
（利益率） ウリアゲ ソウリエキ リエキ リツ		816		651		△20.3%		1,755		－		－

				販管費 ハン		538		510		△5.1%		1,094		－		－

				営業利益		278		140		△49.6%		661		500		△24.4%

				経常利益		280		145		△48.1%		664		503		△24.3%

				四半期（当期）純利益 シハンキ トウキ ジュンリエキ		192		99		△48.2%		458		347		△24.3%

				1株当たり四半期（当期）純利益 シハンキ トウキ ジュンリエキ		17.46		-		-		17.46				－













上記は決算説明会資料に埋め込むグラフ。
埋め込む際に上記グラフと連携することによって、本Excel資料内の決算数値を変更しても自動で連携することができる。



【決算説明会】セグメント売上

				事　　業		前期 ゼンキ				当期				前年同期比

						売上高 ウリアゲ		営業利益		売上高		営業利益		売上高		営業利益

				E-Commerce事業		725		137		830		206		14.40%		50.49%

				ERP・AI事業		2,588		164		2,916		209		12.68%		27.76%

				Object Browser事業		741		339		767		327		3.61%		-3.64%

				その他（研究開発含む）		12		-138		42		0		255.68%		-

				合計		4,066		502		4,556		742		△6.6%		1.20%











【決算説明会】財務諸表

				資産の部		前期末		当期２Q		負債の部		前期末		当期２Q

				　　現金・預金		1,319		1,035		　　買掛金		180		217

				　　売掛金		611		868		　　受注損失引当金		6		0

				　　仕掛品		49		182		　　その他		547		719

				　　その他		114		156		　負債合計		734		937

				　流動資産合計		2,094		2,243		純資産の部

				　　有形固定資産		29		33		　　資本金		367		367

				　　ソフトウェア		297		347		　　剰余金他		1,664		1,679

				　　投資その他資産		345		310		　　自己株式		△0		△49

				　固定資産合計		672		690		　純資産合計		2,031		1,997

				資産合計				2,934		負債純資産合計		2,766		2,934



毎度出す変動のある科目によって、本表の表示科目が異なる。
その為、どの程度まで網羅するかは要検討の必要がある。



【決算説明会】セグメント別通期推移

				24期 キ								25期 キ								26期 キ

				１Q		２Q		３Q		4Q		１Q		２Q		３Q		4Q		１Q		２Q		３Q		4Q

		E-Commerce事業 ジギョウ

		ERP・AI事業 ジギョウ

		Object Browser事業 ジギョウ





セグメント(2019)

		■報告セグメント別売上高・営業利益　Breakdown of Consolidated Sales and Operating Profit by Product ホウコク ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ

		　　2月末日に終了した各会計年度／Year ended February　28 or 29 ガツ マツジツ シュウリョウ カクカイケイ ネンド

						単位：千円／Unit:thousand yen セン

						2016/1Q		2016/2Q		2016/3Q		2016/4Q		2017/1Q		2017/2Q		2017/3Q		2017/4Q		2018/1Q		2018/2Q		2018/3Q		23期 キ								24期 キ								25期 キ								26期

		報告セグメント別の売上高 ホウコク ベツ ウリアゲ ダカ		Sales																								１Q		２Q		３Q		４Q		2019/１Q		2019/２Q		2019/3Q		2019/4Q		2020/１Q		2020/２Q		2020/3Q		2020/4Q		2021/１Q		2021/２Q		2021/3Q		2021/4Q

		SI Object Browser 事業 ジギョウ		「SI Object Browser」series/SI Object Browser PM		126,269		285,061		412,371		580,310		170,169		326,040		469,036		619,717		157,935		319,602		458,875		157,935		319,603		319,603		628,667		178,573		366,680		519,408		740,751								767,495

		E-Commerce事業		SI Web Shopping		161,588		376,167		514,739		672,544		135,884		327,120		489,399		600,436		124,111		293,144		437,287		46,002		293,144		293,144		699,278		172,388		366,035		529,820		725,333								829,781

		ERP・AI事業		GRANDIT		541,323		1,190,336		1,744,333		2,286,341		322,444		919,519		1,301,620		1,956,371		362,062		846,722		1,347,742		95,730		846,723		846,723		2,438,269		691,084		1,352,070		1,877,794		2,588,033								2,916,122

		その他 タ		Others																								0		0		0		1,098		2,083		4,164		6,452		11,923								42,404



		合計 ゴウケイ		Total		829,180		1,851,565		2,671,444		3,539,196		628,499		1,572,680		2,260,056		3,176,524		644,108		1,459,469		2,243,904		299,667		1,459,470		1,459,470		3,767,312		1,044,128		2,088,949		2,933,474		4,066,040



						2016/1Q		2016/2Q		2016/3Q		2016/4Q		2017/1Q		2017/2Q		2017/3Q		2017/4Q		2018/1Q		2018/2Q		2018/3Q		23期 キ								24期 キ								25期 キ								26期

		報告セグメント別営業利益 エイギョウ リエキ		Operating profit																								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		SI Object Browser 事業 ジギョウ		「SI Object Browser」series/SI Object Browser PM		86,236		203,487		284,493		392,912		109,846		209,020		301,750		397,331		104,020		139,021		271,132		76,870		139,022		139,022		270,031		69,456		153,892		224,107		339,273								326,913

		E-Commerce事業		SI Web Shopping		33,887		85,991		87,624		(30,956)		5,025		36,072		17,312		65,802		22,967		19,112		127,039		-6,622		19,112		19,112		89,641		37,075		75,203		103,921		136,780								205,845

		ERP・AI事業		GRANDIT		98,599		182,462		299,008		401,593		35,126		8,924		87,968		151,108		70,278		(2,553)		234,880		8,083		-2,554		-2,554		197,926		84,421		122,380		146,592		206,045								209,391

		その他 タ		Others																				(4,896)		(18,133)		0		-4,896		-4,896		-62,637		(49,314,303)		(76,013,008)		(101,724,144)		(138,017,417)								△80,925

		（全社費用） ゼンシャ ヒ ヨウ		Recocilingitems		(66,739)		(161,122)		(234,555)		(318,684)		(77,003)		(187,117)		(294,176)		(395,191)		(118,936)		(237,322)		(361,465)



		合計 ゴウケイ		Total		151,982		310,819		436,569		444,865		72,995		66,900		112,854		219,052		78,330		150,683		253,453		78,331		150,683		150,683		494,962		141,637		275,463		372,895		544,080								661,225



						2016/1Q		2016/2Q		2016/3Q		2016/4Q		2017/1Q		2017/2Q		2017/3Q		2017/4Q		2018/1Q		2018/2Q		2018/3Q		23期 キ								24期 キ								25期 キ								26期

		報告セグメント別売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		Operating profit margin																								１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q		１Q		２Q		３Q		４Q

		SI Object Browser 事業 ジギョウ		「SI Object Browser」series/SI Object Browser PM		68.3%		71.4%		69.0%		67.7%		64.6%		64.1%		64.3%		64.1%		65.9%		43.5%		59.1%		124,046		241,340		338,929		465,908				259,670		386,500		550,885

		E-Commerce事業		SI Web Shopping		21.0%		22.9%		17.0%		-4.6%		3.7%		11.0%		3.5%		11.0%		18.5%		6.5%		29.1%		-6,622		113,620		169,747		241,567				146,903		213,187		287,539

		ERP・AI事業		GRANDIT		18.2%		15.3%		17.1%		17.6%		10.9%		1.0%		6.8%		7.7%		19.4%		-0.3%		17.4%		8,083		177,770		327,492		568,029				352,389		500,829		683,151

		その他 タ		Others																				-				0		0		0		379				-2,552		-2,707		-4,719



		合計 ゴウケイ		Total		18.3%		16.8%		16.3%		12.6%		11.6%		4.3%		5.0%		6.9%		12.2%		10.3%		11.3%		125,507		532,730		836,168		1,275,883				756,411		1,097,808		1,516,856



		2019年2月期から従前各報告セグメントに配賦していなかった全社費用について、各報告セグメントに配賦する方法に変更しております。 ネン ガツ キ ジュウゼン カク ホウコク ハイフ ゼンシャ ヒヨウ カク ホウコク ハイフ ホウホウ ヘンコウ

		2018年2月期についても変更後の方法により記載しております。 ネン ガツ キ ヘンコウ ゴ ホウホウ キサイ



		Until FY2/18, expenses that were not directly related to operating segments were presentation of other expenses, but from FY2/19 The Company changed the method to allocate to operating segments.

		On connection with this revision, segment information for FY2/18 has been reclassified to conform to the presentation of the revised segments for FY2/19.																																				売上高 ウリアゲ ダカ		構成比率 コウセイ ヒリツ

																																				Object Browser事業部 ジギョウ ブ		767,495		16.8%

																																				ECオムニチャネル事業部 ジギョウ ブ		829,781		18.2%

																																				ERP事業部 ジギョウ ブ		2,916,122		64.0%

																																				その他 タ		42,404		0.9%

																																				全社 ゼンシャ		4,555,802		100.0%



セグメント別に各Qごとの売上と営業利益&粗利（売上高営業利益率）
・セグメント会計別に算出している計算書類を参照に関数式にて数字を引用している。
・その為、セグメントの組み換えが発生した際には元書類を変更すれば、組み換え変更後の数字も反映できる。

→組替時に本ファイルを利用して組替をしているのかorもしくは新規ファイルにて組み換えをしている場合は本ファイルの引用は不可能ではないか

事業別売上構成

2019年度



構成比率	[値]
[値]
[値]

Object Browser事業部	ECオムニチャネル事業部	ERP事業部	その他	0.1684653986279474	0.18213719560244276	0.64008971417107241	9.3076915985374261E-3	売上高	
Object Browser事業部	ECオムニチャネル事業部	ERP事業部	その他	767495	829781	2916122	42404	
SI Object Browser 事業	2019/4Q	2020/4Q	2021/4Q	740751202	767495	E-Commerce事業	2019/4Q	2020/4Q	2021/4Q	725333123	829781	ERP・AI事業	2019/4Q	2020/4Q	2021/4Q	2588032721	2916122	その他	2019/4Q	2020/4Q	2021/4Q	11922956	42404	



Object Browser 事業部

ERP・AI事業部



営業利益増減要因図

						決算数値 ケッサン スウチ		差異要因 サイ ヨウイン										単位：百万 タンイ ヒャクマン

						前期当期純利益 ゼンキ トウキ ジュンリエキ		売上総利益の増加 ウリアゲ ソウリエキ ゾウカ		人件費の増加 ジンケンヒ ゾウカ		研究開発費の減少 ケンキュウ カイハツ ヒ ゲンショウ		税効果の解消 ゼイ コウカ カイショウ		和解金の解決 ワカイ キン カイケツ		当期純利益 トウキ ジュン リエキ

				営業利益又は営業損失 エイギョウ リエキ マタ エイギョウ ソンシツ		0		239		-121		35		-372		145		0		0

																				-74

						544079		100000		-20000		-20000		60000				400000





販売計画

		PM営業　/　年度 エイギョウ ネンド		23期 キ		24期 キ		25期 キ		26期 キ		27期 キ		28期 キ		29期 キ		30期 キ		31期 キ		32期 キ		33期 キ

		オンプレミス新規売上 シンキ		52,276		90,248		70,570		8,400		5,600		2,800		0		0		0		0		0

		同伸び率 ドウ ノ リツ				173%		78%		12%		67%		50%		0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		オンプレミス保守売上 ホシュ ウリアゲ		99,616		106,951		126,466		129,653		116,688		105,019		94,517		85,065		76,559		68,903		62,013

		同伸び率 ドウ ノ リツ				107%		118%		103%		90%		90%		90%		90%		90%		90%		90%

		オンプレミス新規契約社数 シンキ ケイヤク シャ スウ		10		17		17		0		0		0		0		0		0		0		0

		オンプレミス保守新規社数 ホシュ シンキ シャ スウ		10		17		17		0		0		0		0		0		0		0		0

		オンプレミス保守解約社数 ホシュ カイヤク シャ スウ		2		3		3		0		12		11		10		9		8		7		6

		オンプレミス保守契約社数 ホシュ ケイヤク シャ スウ		92		106		120		120		108		97		87		79		71		64		57

		オンプレミス保守解約率 ホシュ カイヤク リツ				3%		3%		0%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%

		オンプレミス合計売上 ゴウケイ ウリアゲ		151,892		197,199		197,036		138,053		122,288		107,819		94,517		85,065		76,559		68,903		62,013

		同伸び率 ドウ ノ リツ				130%		100%		70%		89%		88%		88%		90%		90%		90%		90%

		オンプレミス1社の売上 シャ ウリアゲ		165100%		186037%		164197%		115044%		113229%		110925%		108044%		108044%		108044%		108044%		108044%

		クラウド新規売上 シンキ ウリアゲ		50,411		82,900		21,612		55,041		167,679		279,914		397,760		521,499		651,425		787,847		931,090

		同伸び率 ドウ ノ リツ				164%		26%		255%		305%		167%		142%		131%		125%		121%		118%

		クラウド既存更新売上 キゾン コウシン ウリアゲ		39,700		78,528		81,407		113,053		101,748		91,573		82,416		74,174		66,757		60,081		54,073

		クラウド新規社数 シンキ シャ スウ		5		9		18		30		32		33		35		36		38		40		42

		クラウド解約社数 カイヤク シャ スウ		2		3		3		4		7		9		12		14		16		18		21

		クラウド契約社数 ケイヤク シャ スウ		22		28		43		69		93		117		140		162		184		206		228

		クラウド解約率 カイヤク リツ				14%		11%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%		10%

		クラウド合計売上 ゴウケイ ウリアゲ		50,411		82,899		103,019		168,094		269,427		371,487		480,176		595,673		718,182		847,928		985,163

		同伸び率 ドウ ノ リツ				164%		124%		163%		160%		138%		129%		124%		121%		118%		116%

		クラウド1社の売上 シャ ウリアゲ		2,291		2,961		2,396		2,447		2,887		3,175		3,430		3,668		3,896		4,114		4,326

		オンプレ＋クラウド売上 ウリアゲ		202,303		280,098		300,055		306,147		391,714		479,306		574,693		680,738		794,740		916,831		1,047,176

		同伸び率 ドウ ノ リツ				138%		107%		102%		128%		122%		120%		118%		117%		115%		114%

		カスタマイズ売上 ウリアゲ		39,100		46,700		12,300		4,000		5,000		6,000		7,000		8,000		9,000		10,000		12,000

		導入支援・コンサル売上 ドウニュウ シエン ウリアゲ		74,466		62,009		71,475		77,500		83,150		86,394		89,736		93,178		96,723		100,375		103,136

		カスタマイズ保守/浸透活用保守 シントウ カツヨウ ホシュ		9,808		15,378		18,725		21,000		20,000		19,000		18,000		17,000		16,000		15,000		14,000

		同伸び率				83%		115%		108%		107%		104%		104%		104%		104%		104%		103%

		クラウド売上割合 ウリアゲ ワリアイ		25%		30%		34%		55%		69%		78%		84%		88%		90%		92%		94%

		新規契約社数 シンキ ケイヤク		15		26		35		30		32		33		35		36		38		40		42

		新規契約社数クラウド割合 シンキ ケイヤク シャ スウ ワリアイ		33%		35%		51%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

		導入支援・コンサル割合 ドウニュウ シエン ワリアイ		23%		15%		18%		19%		17%		15%		13%		12%		11%		10%		9%

		売上総合計 ウリアゲ ソウ ゴウケイ		325,677		404,185		402,555		408,647		499,864		590,700		689,429		798,916		916,463		1,042,206		1,176,312

		利用社数（新規契約ベース） リヨウ シャ スウ シンキ ケイヤク		0		23		55		81		105		129		152		174		196		218		240

		利用社数（保守契約ベース） リヨウ シャ スウ ホシュ ケイヤク		0		20		49		75		87		100		113		127		141		156		171

		PM開発計 カイハツ ケイ		123,374		124,087		102,500		102,500		108,150		111,394		114,736		118,178		121,723		125,375		129,136



１．23期、24期、25期のデータをもとに、将来的な販売目標を決めたい。
２．クラウドシフトをどのようなペースで行うか目標を定めて長期計画を立てたい。
３．カスタマイズを抑え、導入支援・コンサル売上を伸ばす。それぞれの目標も定めたい
４．既存ユーザーの顧客満足度を向上し、保守ならびにクラウド契約の解約率を下げたい。
５．業界別の販売計画、ライト版とフル版を分けた販売計画も立てたい（とりあえず今回はオミット）
６．27期からは、上記に加えて海外展開を行い、その販売目標も加えたい（とりあえず今回はオミット）



Sheet2

				PM営業　/　年度 エイギョウ ネンド		23期 キ		24期 キ		25期 キ		26期 キ		27期 キ		28期 キ		29期 キ		30期 キ		31期 キ		32期 キ		33期 キ

				オンプレミス保守売上 ホシュ ウリアゲ		99,616		106,951		126,466		129,653		116,688		105,019		94,517		85,065		76,559		68,903		62,013

				オンプレミス合計売上 ゴウケイ ウリアゲ		151,892		197,199		197,036		138,053		122,288		107,819		94,517		85,065		76,559		68,903		62,013

				クラウド合計売上 ゴウケイ ウリアゲ		50,411		82,899		103,019		168,094		269,427		371,487		480,176		595,673		718,182		847,928		985,163

				合計値 ゴウケイ アタイ





オンプレミス合計売上	23期	24期	25期	26期	27期	28期	29期	30期	31期	32期	33期	151892	197199	197036	138053	122287.7	107818.93	94517.036999999997	85065.333299999998	76558.799970000007	68902.919973000011	62012.627975700008	クラウド合計売上	23期	24期	25期	26期	27期	28期	29期	30期	31期	32期	33期	50411	82899	103019	168094	269426.7	371486.93	480175.63699999999	595673.07330000005	718181.66596999997	847927.999373	985162.89943570003	オンプレミス保守売上	23期	24期	25期	26期	27期	28期	29期	30期	31期	32期	33期	99616	106951	126466	129653	116687.7	105018.93	94517.036999999997	85065.333299999998	76558.799970000007	68902.919973000011	62012.627975700008	









左記より会社HPグラフ→





中期経営計画



				中期経営計画 チュウキ ケイエイ ケイカク

				https://www.sint.co.jp/ir/policy/plan.html



						2019/02		2020/02		2021/02

				売上高（実績+計画） ウリアゲ ダカ ジッセキ ケイカク		4,066		4,554		5,000

				経常利益（実績+計画） ケイジョウ リエキ ジッセキ ケイカク		558		665		753



売上高（実績+計画）	4,750～[値]

2019/02	2020/02	2021/02	4066	4554	5000	経常利益（実績+計画）	683～[値]

2019/02	2020/02	2021/02	558	665	753	




https://www.sint.co.jp/ir/policy/plan.html

業績・業績見通し

				https://www.sint.co.jp/ir/performance/highlight.html														【単位：百万円】 タンイ ヒャクマン エン

								2016年2月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2017年2月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2018年2月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2019年2月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2020年2月期
（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2021年2月期
（予想） ネン ガツ キ ヨソウ		2021年2月期
（予想） ネン ガツ キ ヨソウ

						 売上高		 3,539		3,176		3,767		4,066		4,554		4,750~5,000		5,000

						 営業利益		 444		219		494		544		661		680~750		750

						 経常利益		 447		222		496		557		664		683～753		753

						 当期純利益		 364		137		345		578		458		478~527		527

										コロナショックの為 タメ



 売上高	2017年2月期	
（実績）	2018年2月期	
（実績）	2019年2月期	
（実績）	2020年2月期	
（実績）	2021年2月期	
（予想）	3176	3767	4066	4554	5000	 営業利益	2017年2月期	
（実績）	2018年2月期	
（実績）	2019年2月期	
（実績）	2020年2月期	
（実績）	2021年2月期	
（予想）	219	494	544	661	750	 経常利益	2017年2月期	
（実績）	2018年2月期	
（実績）	2019年2月期	
（実績）	2020年2月期	
（実績）	2021年2月期	
（予想）	222	496	557	664	753	 当期純利益	2017年2月期	
（実績）	2018年2月期	
（実績）	2019年2月期	
（実績）	2020年2月期	
（実績）	2021年2月期	
（予想）	137	345	578	458	527	









https://www.sint.co.jp/ir/performance/highlight.html

売上高・経常利益推移
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【単位：百万円】

資産の部 2020/02 2021/02 
2Q 主な増減内容 負債の部 2020/02 2021/02 

2Q 主な増減内容

現金・預金 1,296 1,409 売上代金回収＋407
配当金支払 △143 買掛金 261 190

売掛金 995 588 受注損失引当金 0 127不採算案件の引当金計上
＋127

仕掛品 134 228 仕掛中原価＋94 その他 762 668

その他 162 140 負債合計 1,024 985

流動資産合計 2,589 2,366 純資産の部

有形固定資産 36 58 オフィス改修
サーバーなど ＋22 資本金等 724 724

ソフトウェア 402 491 既存製品のバージョンアッ
プ+89 剰余金他 1,588 1,576 四半期純利益＋110

期末配当金 △143

投資その他資産 259 320 自己株式 △49 △49

固定資産合計 698 870 純資産合計 2,264 2,252

資産合計 3,288 3,237 負債純資産合計 3,288 3,237

2021年2月期２Q決算概要（2/２）

3
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【単位：百万円】

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

E-Commerce事業 400 104 336 54 △16.1% △48.5 % 新規受注予定案件の契約タイミングが遅れたことで稼働率
が低下し、売上高、利益ともに前期比減となった

ERP・AI事業 1,144 27 1,471 1 28.5% △93.7% ERP事業の拡大により売上高は大幅増となったが、大型不
採算案件の発生により営業利益は大幅減となった

Object Browser事業 390 172 327 107 △16.1% △38.1 % 「新型コロナショック」の影響でObject Browserの販売
高が減少、OBPMはクラウド化が影響した

その他
（研究開発費含む）

15 △ 26 16 △ 22 6.3% +3 TOPSICは企業の採用活動の減少により伸び率が低下

合計 1,951 278 2,151 140 10.2% △49.6%

事　　業
2020/02 2Q 2021/02 2Q 前年同期比

増減の要因

4

2021年2月期２Q セグメント別概要（1/1）
✓「新型コロナショック」による企業経済活動の縮小・停滞の影響によりObject Browser事業とE-Commerce事
業の売上・利益が減少となった。
✓ERP・AI事業の大型不採算案件の発生により営業利益が大幅に減少した。


【決算説明会】セグメント売上

				事　　業		2020/02 2Q				2021/02 2Q				前年同期比				増減の要因 ゾウゲン ヨウイン

						売上高 ウリアゲ		営業利益		売上高		営業利益		売上高		営業利益

				E-Commerce事業		400		104		336		54		△16.1%		△48.5 %		新規受注予定案件の契約タイミングが遅れたことで稼働率が低下し、売上高、利益ともに前期比減となった シンキ ジュチュウ ヨテイ アンケン ケイヤク オク カドウ リツ テイカ ウリアゲ ダカ リエキ ゼンキヒ ゲン

				ERP・AI事業		1,144		27		1,471		1		28.5%		△93.7%		ERP事業の拡大により売上高は大幅増となったが、大型不採算案件の発生により営業利益は大幅減となった ジギョウ カクダイ ウリアゲ タカ オオハバ オオガタ フサイサン アンケン ハッセイ エイギョウ リエキ オオハバ

				Object Browser事業		390		172		327		107		△16.1%		△38.1 %		「新型コロナショック」の影響でObject Browserの販売高が減少、OBPMはクラウド化が影響した シンガタ エイキョウ

				その他
（研究開発費含む） タ ケンキュウ カイハツ ヒ フク		15		△ 26		16		△ 22		6.3%		+3		TOPSICは企業の採用活動の減少により伸び率が低下 キギョウ サイヨウ カツドウ ゲンショウ ノ リツ テイカ

				合計		1,951		278		2,151		140		10.2%		△49.6%
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1,144

2,905

1,330

3,180

1,468

2,900

２Q ４Q

前期実績 当初計画値 当期実績+予想

75 

278 

106 

337 

52 

265 

２Q ４Q

前期実績 当初計画値 当期実績+予想

計画比
21.4%減

売上高

計画比
8.8%減

ERP事業
（AI事業除く）

AI事業

営業利益

2021年2月期２Q セグメント別業績（1/3）
単位：百万円単位：百万円

5

0

9

0

45

2

10

４Q

前期実績 当初計画値 当期実績＋予想

売上高（AISI∀-AD）

△ 48

△ 95

△ 52

△ 96

△ 51

△ 106
２Q ４Q

前期実績 当初計画値 当期実績＋予想

営業損益
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Object Browser事業 E-Commerce事業
売上高

営業利益

2021年2月期２Q セグメント別業績（2/3）
単位：百万円単位：百万円

390

767

395

810

327

660

2Q 4Q

前期実績 当初計画値 当期実績＋予想

172

326

166

322

107

226

2Q 4Q

前期実績 当初計画値 当期実績＋予想

計画比
29.8%減

計画比
18.5%減

400

829

405

900

336

790

2Q 4Q

前期実績 当初計画値 当期実績＋予想

計画比
12.2%減

104

205

95

211

54 

162 

２Q ４Q

前期実績 当初計画値 当期実績＋予想

計画比
23.2%減

売上高

営業利益
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15

42

20

65

16

40

２Q ４Q

前期実績 当初計画値 当期実績＋予想

売上高（TOPSIC）

△ 26

△ 54

△ 15
△ 24△ 22

△ 47

２Q ４Q

前期実績 当初計画値 当期実績＋予想

営業利益 （TOPSIC研究開発費）

その他事業 全社

2021年2月期２Q セグメント別業績（3/3）
単位：百万円

8

計画比
38.5%減

278

661

300

750

140

500

２Q ４Q

前期実績 当初計画値 当期実績＋予想

営業利益

1,951

4,554

2,150

5,000

2,151

4,400前期実績 当初計画値 当期実績＋予想

売上高

計画比
12.0%減

計画比
33.3%減

単位：百万円
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Object Browser事業のクラウド移行について

【統合プロジェクト管理システム】 前期末からクラウド比率2.9%増加

事業モデルをクラウドへ移行のため、SI Object Browser PMの販売方針を以下のようにしております。
2020/02期…クラウドによる販売の強化
2021/02期…200ライセンス以下はクラウドのみの販売とし、200ライセンス超もクラウド主体の展開を計画
2022/02期…クラウドのみの販売へ完全に移行

24.9% 29.6% 35.3% 38.2%

25.8%
32.2% 23.3% 15.6%

49.2%
38.2% 41.4% 46.2%

2018/02 2019/02 2020/02 2021/02 2Q

オンプレミス（保守料）

オンプレミス(ライセンス料）

SaaS型クラウド

9
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事業別ストックビジネス割合

外側：売上高

内側：営業利益

％

ストック
売上

クラウド
サービス

増加

10

14.9% 16.0% 22.2% 21.4% 19.4% 19.7%

40.3% 44.4%
54.6%

23.9% 23.8% 26.0%

85.1% 84.0% 77.8 79.6% 80.6% 80.3%

59.7% 55.6%
45.4%

76.1% 76.2% 74.0%

19/02 20/02 21/02

２Q

19/02 20/02 21/02

２Q

19/02 20/02 21/02

２Q

19/02 20/02 21/02

２Q

ストック売上 フロー売上

E-Commerce事業 ERP・AI事業 Object Browser事業 全 社

2021年2QではObject Browser事業では５割強まで増加した。
全社でも徐々に増加傾向にあり、今後もさらに増加する方針である。
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新型コロナウイルス禍における社内の取り組み

11

✓コロナ禍では、webセミナーやデジタル広告を利用したデジタル営業の推進

✓コロナ禍でも安定して案件の獲得を実現

✓在宅勤務利用率100%に関わらず、高い生産性をキープ

1*集計期間を2020年3月1日～8月31日とし、前年同期間にて比較

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月

2019年 2020年

■セッション数の推移

前期上期累計数

今期上期累計数
145%増
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2021年2月期2Q 利益増減分解

12

単位：百万円

8

-127

不採算案件の
当初２Q利益

ERP事業
拡大による
利益増

コロナショック
による
販売高減少

新規契約の遅れ
による利益減少

受注損失
引当金計上
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503

603

753

557

664

503

2018年 2019年 2020年

経常利益

計画値 実績

↗達成率
110.7%

中期経営計画

13

*

*2018.4.6に発表した計画値です。 単位：百万円

↘達成率
66.8%

4,000 

4,600 

5,200 

4,066 
4,554 4,400 

2018年 2019年 2020年

売上高

計画値 実績
↗達成率
110.1%

↘達成率
84.6%

↘達成率
99.0%↗達成率

101.7%
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参考情報
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【 名 前 】 梅田 弘之 （うめだ ひろゆき）

【 略 歴 】

１９８０年４月 株式会社東芝 入社

１９８９年８月 ＳＣＳＫ株式会社 入社

１９９５年３月 当社設立 代表取締役社長 就任

社 名 株式会社システムインテグレータ
設 立 １９９５年３月１４日

拠 点
本社（さいたま新都心）、大阪支社（淀屋橋）、
東京営業所（恵比寿）、名古屋営業所（名古屋）
福岡支社準備室（博多）

売 上 高 ４５億５,４２１万円（２０２０年２月期）
証券取引所 東証第一部（証券コード：３８２６）
決 算 期 ２月
役 職 員 数 221名 （2020年10月現在・役員8名含む）

代表者紹介

会社紹介
【梅田著のAI書籍】

21冊執筆

15
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■事業方針：時代のニーズに合致した自社パッケージソリューションを提供する

事業方針

16

1996年

Yahoo!JAPANサービス開始

1990年～1999年

Oracle、Sybase、Informix等海外DBメーカーの全盛期

2000年～

2000年問題の発生

海外ERP製品の台頭（SAP等）

2009年

工事進行基準会計の適応開始

2017年～

深層学習の実用化成功（AI）

IT人材不足が社会問題へ（DX化）

パッケージを中心とした
インテグレーションサービスにより高い利益率を実現
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40.6

45.5 44.0

5.5
6.6 5.0

-10

-6

-2

2

6

10

14

18

22

-20

-10

0

10

20

30

40

50

1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12期 13期 14期 15期 16期 17期 18期 19期 20期 21期 22期 23期 24期 25期 26期

売上高 経常利益

2006年上場

2014年上場

リーマン・ショックITバブル崩壊

売上【億円】

WS OB OBPM OBDZGR

中期経営計画
Break2018

創業からの業績推移
経常利益【億円】

17
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主要セグメント紹介

<ERP・AI事業＞

<E-Commerce事業＞ <Object Browser事業＞

<その他＞

● 日本初のECパッケージ (Since 1996)
● 1100社以上の実績 (B to C / B to B)

【プログラミングスキル判定サービス】
【 Web対応次世代ＥＲＰ】

● 完全Web対応の統合ERPパッケージ
● 導入実績1150社以上 (コンソーシアム運営)

ディープラーニングを使った
AIに異常検知システム

【設計書ジェネレーター】

● 「ソフトウェア開発のCAD」（特許取得済み）

【データベース開発支援ツール】

● 1万9千社/43万ライセンス導入

【統合プロジェクト管理システム】

● IT企業を中心に200社導入、他業界への拡販開始

「東急ストアネットスーパー（左）」
「SALUS ONLINE MARKET（中央）」
「ギフト日和 by Tokyu Bell（右）」

18

2019年度
6度目のアワード受賞
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主要製品紹介（GRANDIT）

19

年商1,000億円

年商300億円

SaaS型の提供

PKG+インテグレーション

■ターゲットレンジ 顧客規模

■製品特長
✓中堅・準大手企業を中心に1,150社以上の導入実績

✓国内70社以上のパートナーを持つ高い販売推進力

✓PKG販売+PKG保守の2つの収益モデル
※インテグレーションも同様の収益モデル

■当社の強み
✓開発当初より製品企画の中心として従事

✓豊富なノウハウによる多くの導入、販売実績
※GRANDIT AWARD通算6度受賞

✓利益率の高い独自アドオンモジュールを開発
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主要製品紹介（SI Web Shopping）

20

■ターゲットレンジ
顧客EC事業規模

導入費用

大型ECモール
（amazon、楽天等）

ASP

・オープンソース
・フルスクラッチ

・PKG

事業規模1億円以上⇧
■製品&事業特長
✓日本初のECサイトPKG

✓1,100サイトを超える導入実績

✓強固なセキュリティと高いシステムパフォーマンス

✓EC黎明期より開発している豊富なノウハウ

■導入実績企業
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2015 2016 2017 2018 2019

OB PM

主要製品紹介（SI Object Browser）

21

■製品&事業特長
✓システム開発における各工程を効率化する支援ツール群

✓「Object Browser」と「 Object Browser ER」の高い市場シェア（導入実績数1.9万社 43万ライセンス）

✓「Object Browser PM」が事業成長のエンジン（導入実績数200社超）

運用テスト製造設計要件定義

■製品の工程網羅マップ ■Object Browser PMの売上構成比
事業モデルのクラウドシフトに伴い
一時的に売上成長が鈍化

767740
628619580

単位：百万円
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主要製品紹介（TOPSIC）

22

■製品特長
✓採用や教育用に利用するプログラミングスキルを可視化、判定するサービス

✓収益モデルは月額のサブスクリプション型モデル

✓現在、リリース開始から2年で累計132契約と順調に推移

780人 1,332人
第1回目 第2回目
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主要製品紹介（AISI∀ Anomaly Detection）

23

■製品特長
✓ディープラーニング技術を利用し、異常品の判別を行う外観検査システム

✓製造現場における異常品検査オペレーションの自動化を実現

■製品戦略
✓ERP事業で得た業務ノウハウや顧客を共有することで、シナジー効果を狙う

✓製造ラインメーカーやカメラメーカーとの協業により、判別精度の向上へ

Edgeサーバー

検知カメラ
異常検知ライン

Azure IoT 
Edgeベルトコンベア

工場（AISI∀ 判定環境） クラウド（AISI∀ 学習環境）

通知 Azure Function

Azure Files

AI学習環境

Azure 
VM

Azure IoT Hub

デプロイ

学習データ
学習処理

分類器

AI学習データ格納環境

AI学習モデル配信

異常監視端末 異常検知サーバー

エッジコンピューティング

モニタリング

※判別作業の画面
青枠…正常品 赤枠…異常品
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２０１７年２月期 ２０１８年２月期 ２０１９年２月期 ２０２０年2月期 ２０２１年２月期
予想 ※

１ 株 当 た り
配 当 金 ※ ４．０円 ９．５円 １６．０円 １３．０円 １0．０円

配 当 性 向 ３２．３％ ３０．４％ ３０．６％ ３１．２％ ３1．7％

✓業績連動型の配当
✓配当性向３０％を目標水準としています。

配当方針

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0

2007/2 2008/2 2009/2 2010/2 2011/2 2012/2 2013/2 2014/2 2015/2 2016/2 2017/2 2018/2 2019/2 2020/2 2021/2

（予想）

1.0

株主還元

24

※2021年2月期予想値は、2020年8月21日に発表した「受注損失の発生及び業績予想の修正並びに配当予想の修正に関するお知らせ」配当予想数値となります。

株主優待 ✓6ヶ月保有を条件に保有株数に応じて、新潟県産の新米を年1回贈呈
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子育て、介護支援
 「埼玉県あったか子育て企業賞」
 「多様な働き方実践企業」ゴールド認定
 「子育てサポート企業（プラチナくるみん企業）」認定

育児休業社員の復職率 100％
育児休業および育児在宅勤務実績

女性28名 男性26名
*累計取得者数

働き方改革
 埼玉県主催「第13回さいたま輝き荻野吟子賞」受賞
 平成29年度「テレワーク先駆者百選」（総務省）

有給取得率 79.2%
法定外平均残業時間 5.9時間/月
定着率：96.0% ※2019年度実績

テレワーク活用率 100％

【県知事と記念写真】

働く環境への取り組み

25
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将来見通しに関する注意事項
本資料は投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。
本資料に記載されている計画、見通し、戦略につきましては、作成時点において入手可能な情報に基づく将来に関する見通しであり、
様々な不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変更等によりこれら見通しと大きく異なる可能性があります。

株式会社システムインテグレータ
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