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（単位︓百万円）

2020年12⽉期
第3四半期累計

前年同期⽐

前年同期 増減額 増減率(%)

売上⾼ 80,182 72,963 +7,219 +9.9

売上総利益 27,630 24,146 +3,484 +14.4

売上総利益率 34.5% 33.1% +1.4p －

販売費及び⼀般管理費 18,325 16,543 +1,782 +10.8

営業利益 9,305 7,602 +1,703 +22.4

営業利益率 11.6% 10.4% +1.2p －

経常利益 9,118 7,539 +1,579 +20.9

親会社株主に帰属する 四半期純利益 6,018 5,160 +858 +16.6

売上⾼ ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝおよびｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITｾｸﾞﾒﾝﾄが好調に推移し、増収

営業利益 増収効果に加え、売上総利益率の向上により増益

(1) 2020年12⽉期 第3四半期連結業績
売上⾼およびすべての利益項⽬が第3四半期累計として2期連続で当社ｸﾞﾙｰﾌﾟの過去最⾼を更新
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(2) 営業利益の増減要因【前年同期⽐】
(単位︓億円)

2019年12⽉期
第3四半期累計

2020年12⽉期
第3四半期累計

増収効果

+23.9

 低採算案件の解消 約6億円
 ｿﾌﾄｳｪｱ製品を中⼼とする

売上総利益率の向上効果 約5億円

売上総利益率
向上の効果

＋10.9

販売促進費、研究開発費
および⼈件費の増加

（期中平均⼈員は前年同期⽐＋142名）

販管費の増加
▲17.8

営業利益
93.0

営業利益
76.0

前年同期⽐+17.0
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（単位︓百万円）

報告ｾｸﾞﾒﾝﾄ
2020年

第3四半期
累計

前年同期⽐
概況

増減額 増減率(%)

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 17,796 ▲613 ▲3.3 政府系⾦融機関や流通系⾦融機関向け案件
が拡⼤した⼀⽅、ﾒｶﾞﾊﾞﾝｸ向け案件が減少し、
減収。利益は、低採算案件の影響が解消する
も、減収影響等により減益

営業利益 1,175 ▲110 ▲8.6

% 6.6% ▲0.4p －

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 16,073 ＋1,828 ＋12.8
「POSITIVE」「Ci*X」「STRAVIS」の販売・
導⼊が拡⼤し、増収。利益は、R&D費が増
加も、増収効果および収益性向上により増益

営業利益 2,257 ＋458 ＋25.5

% 14.0% ＋1.4p －

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 22,074 ＋92 ＋0.4 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ案件の中⽌・延期等がある
も、PLMやCAE等ｿﾌﾄｳｪｱの販売・導⼊が堅
調に推移し、増収。利益は、ｺﾝｻﾙの売上⾼減
少を主因に減益

営業利益 1,487 ▲213 ▲12.5

% 6.7% ▲1.0p －

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT

売上⾼ 24,238 ＋5,912 ＋32.3 電通ｸﾞﾙｰﾌﾟの基幹ｼｽﾃﾑ領域における⼤型の
更改案件が堅調に推移。電通ｸﾞﾙｰﾌﾟとの協
業による顧客のDX⽀援ﾋﾞｼﾞﾈｽも拡⼤し、増
収増益

営業利益 4,385 ＋1,569 ＋55.7

% 18.1% ＋2.7p －
※ POSITIVE : ⼈事管理ｿﾘｭｰｼｮﾝ Ci*X : 会計ｿﾘｭｰｼｮﾝ STRAVIS : 連結会計ｿﾘｭｰｼｮﾝ PLM : Product Lifecycle Management CAE : Computer Aided Engineering

(3) 報告ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上⾼および営業利益
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(4) ｻｰﾋﾞｽ品⽬別 売上⾼
（単位︓百万円）

ｻｰﾋﾞｽ品⽬
2020年

第3四半期
累計

前年同期⽐
概況

増減額 増減率(%)

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 4,211 ▲864 ▲17.0 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝｾｸﾞﾒﾝﾄが減少

受託ｼｽﾃﾑ開発 21,540 ▲4 ▲0.0 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITおよびﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｾｸﾞﾒﾝﾄが
拡⼤も、⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝｾｸﾞﾒﾝﾄが減少

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 14,801 ＋2,434 ＋19.7 「POSITIVE」「iPLAss」「Ci*X」が拡⼤

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 24,305 ＋2,811 ＋13.1 Salesforce関連、PLMおよびCAEｿﾌﾄｳｪｱが
拡⼤

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ
・運⽤保守ｻｰﾋﾞｽ 9,341 ＋2,605 ＋38.7 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITｾｸﾞﾒﾝﾄが拡⼤

情報機器販売・その他 5,981 ＋238 ＋4.1 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITｾｸﾞﾒﾝﾄが拡⼤

※iPLAss : ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ
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(5) 業種別 売上⾼
（単位︓百万円）

業種
2020年第3四半期累計 前年同期⽐

売上⾼ 構成⽐(%) 増減額 増減率(%)

銀⾏ 14,378 17.9 +53 +0.4

その他⾦融 3,179 4.0 ▲1,161 ▲26.8

⾦融 17,557 21.9 ▲1,108 ▲5.9

輸送機器 11,725 14.6 +868 +8.0

電気・精密機器 6,703 8.4 ▲47 ▲0.7

機械 4,904 6.1 +3 +0.1

その他製造 5,723 7.1 ▲113 ▲1.9

製造 29,055 36.2 +711 +2.5

ｻｰﾋﾞｽ・公共 27,479 34.3 +6,878 +33.4

流通・その他 6,093 7.6 +738 +13.8

株式会社電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ
及びそのｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 21,560 26.9 ＋5,847 ＋37.2

＜電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ向け売上⾼＞

※ ⼀部顧客の業種を⾒直したため、前年同期⽐較については組み替え後の数値を⽤いております
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(6) 受注⾼・受注残⾼

（単位︓百万円）

受注⾼ 受注残⾼

2020年
第3四半期累計

前年同期⽐
増減率(%)

2020年
第3四半期累計

前年同期⽐
増減率(%)

合計 86,679 ＋8.8 38,999 ＋2.2

報告ｾｸﾞﾒﾝﾄ別
内訳

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ 16,674 ＋3.0 7,415 ▲20.6

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 15,870 ▲4.1 7,164 ▲9.3

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ 25,283 ＋5.0 13,935 ＋13.1

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT 28,851 ＋26.1 10,484 ＋21.8

ｻｰﾋﾞｽ品⽬別
内訳

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 4,333 ▲16.8 968 ▲6.0

受託ｼｽﾃﾑ開発 19,788 ▲12.4 6,726 ▲38.5

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 14,953 ＋0.0 6,846 ▲4.6

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 29,100 ＋23.3 16,277 ＋23.3

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・運⽤保守 10,664 ＋33.4 2,830 ＋3.1

情報機器販売・その他 7,839 ＋46.3 5,348 ＋74.0
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(参考) 第3四半期（2020年7-9⽉）連結業績

（単位︓百万円）

報告ｾｸﾞﾒﾝﾄ
2020年
12⽉期

第3四半期

前年同期⽐

増減額 増減率(%)

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 5,572 ▲597 ▲9.7

営業利益 308 ▲270 ▲46.7

% 5.5% ▲3.9p －

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 5,187 ＋515 ＋11.0

営業利益 537 ▲42 ▲7.3

% 10.4% ▲2.0p －

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 6,543 ▲298 ▲4.4

営業利益 230 ▲119 ▲34.1

% 3.5% ▲1.6p －

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT

売上⾼ 7,859 ＋1,764 ＋28.9

営業利益 1,258 ＋368 ＋41.3

% 16.0% ＋1.4p －

（単位︓百万円）

連結業績
2020年
12⽉期

第3四半期

前年同期⽐

増減額 増減率(%)

売上⾼ 25,161 ＋1,383 ＋5.8

売上総利益 8,467 ＋553 ＋7.0

売上総利益率 33.7% ＋0.4p －

販売費及び
⼀般管理費 6,133 ＋618 ＋11.2

営業利益 2,334 ▲64 ▲2.7

営業利益率 9.3% ▲0.8p －

経常利益 2,255 ▲132 ▲5.5

親会社株主に帰属する
四半期純利益 1,505 ▲242 ▲13.9
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(参考) 第3四半期（2020年7-9⽉）受注⾼

（単位︓百万円）

受注⾼

2020年
第3四半期

前年同期⽐
増減率(%)

合計 22,784 ▲3.0

報告ｾｸﾞﾒﾝﾄ別
内訳

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ 4,543 ＋7.7

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 4,948 ▲6.0

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ 7,730 ＋25.5

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT 5,562 ▲29.0

ｻｰﾋﾞｽ品⽬別
内訳

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 1,451 ▲15.1

受託ｼｽﾃﾑ開発 4,822 ▲42.1

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 4,503 ▲11.8

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 8,044 ＋46.1

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・運⽤保守 2,697 ＋116.6

情報機器販売・その他 1,265 ▲20.0
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業績予想業績予想

注） この資料に記載しております業績の予想数値は、業界の動向、顧客の状況、
その他現時点で⼊⼿可能な情報による判断及び仮定により算出した⾒通しで
あり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。
また、予想に内在する不確定要因や内外の状況変化等により、実際の業績は
当該予想とは異なる場合がありますのでご承知おきください。
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第３四半期連結累計期間の業績は期初計画を上回る⽔準で推移しているものの、第４四半期の動向が
不透明であることから、2020年２⽉10⽇に発表した通期業績予想を据え置きます。

2020年12⽉期 業績予想

（単位︓百万円） ＜参考値＞

通期
前期⽐ 通期業績予想に対

する3Q進捗率前期 増減額 増減率(%)

売上⾼ 105,000 100,679 ＋4,321 ＋4.3 76.4%

営業利益 10,500 10,075 ＋425 ＋4.2 88.6%

営業利益率 10.0% 10.0% － － －

経常利益 10,217 9,648 ＋569 ＋5.9 89.2%

親会社株主に帰属する
当期純利益 6,911 6,226 ＋685 ＋11.0 87.1%
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2020年12⽉期 業績予想（報告ｾｸﾞﾒﾝﾄ別）

（単位︓百万円） ＜参考値＞

通期
前期⽐ 通期業績予想に

対する3Q進捗率前期 増減額 増減率(%)

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ 25,611 24,622 ＋989 ＋4.0 69.5%

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 20,057 19,289 ＋768 ＋4.0 80.1%

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ 31,410 30,027 ＋1,383 ＋4.6 70.3%

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT 27,920 26,739 ＋1,181 ＋4.4 86.8%

合計 105,000 100,679 ＋4,321 ＋4.3 76.4%
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2020年12⽉期 業績予想（ｻｰﾋﾞｽ品⽬別）

（単位︓百万円） ＜参考値＞

通期
前期⽐ 通期業績予想に

対する3Q進捗率前期 増減額 増減率(%)

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 6,589 6,819 ▲230 ▲3.4 63.9%

受託ｼｽﾃﾑ開発 29,798 29,153 ＋645 ＋2.2 72.3%

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 18,824 17,126 ＋1,698 ＋9.9 78.6%

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 31,694 29,945 ＋1,749 ＋5.8 76.7%

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・
運⽤保守ｻｰﾋﾞｽ 9,701 9,524 ＋177 ＋1.9 96.3%

情報機器販売・その他 8,390 8,110 ＋280 ＋3.5 71.3%

合計 105,000 100,679 ＋4,321 ＋4.3 76.4%
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株式分割及び株式分割に伴う定款の⼀部変更について

定款の⼀部変更

2020年12⽉31⽇を基準⽇とする「1対2」の株式分割及び定款の⼀部変更を⾏うことを決議しました。

株式分割

分割の⽬的 投資単位あたりの⾦額を引き下げ、株式の流動性向上と投資家層の拡⼤を図る
分割の⽅法 普通株式1株につき2株の割合で分割

分割により増加
する株式数

1 株式分割前の発⾏済株式総数 32,591,240株
2 今回の分割により増加する株式数 32,591,240株
3 株式分割後の発⾏済株式総数 65,182,480株
4 株式分割後の発⾏可能株式総数 196,000,000株

⽇程
1 基準⽇公告⽇ 2020年12⽉11⽇（⾦）（予定）
2 基準⽇ 2020年12⽉31⽇（⽊）
3 効⼒発⽣⽇ 2021年1⽉1⽇（⾦）

変更の理由 今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、2021年1⽉1⽇をもって、
当社定款第6条に定める発⾏可能株式総数を変更する

変更の内容
変更前の発⾏可能株式総数 9,800万株
変更後の発⾏可能株式総数 196,000,000株

変更の⽇程 定款変更の効⼒発⽣⽇ 2021年1⽉1⽇（⾦）
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Appendix 主要ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ ＜2020年8⽉〜2020年10⽉＞

2020/8/4 中国放送・広島電鉄の「被爆電⾞特別運⾏ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」に技術協⼒

2020/8/5 ⽇本郵便に認知機能ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ&ﾁｪｯｸﾂｰﾙ「CogEvo」を提供

2020/8/6 三菱重⼯、国内ｸﾞﾙｰﾌﾟの基幹⼈事給与ｼｽﾃﾑに「POSITIVE」採⽤

2020/8/13 静岡銀⾏がｵﾝﾗｲﾝ本⼈確認ｻｰﾋﾞｽ「proost (ﾌﾟﾙｰｽﾄ) 」の採⽤を合意

2020/8/18 統合HCMﾊﾟｯｹｰｼﾞ「POSITIVE」最新版にﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾｽｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ機能を搭載

2020/9/9 ﾀﾞｲﾌｸｸﾞﾙｰﾌﾟに統合HCMﾊﾟｯｹｰｼﾞ「POSITIVE」を導⼊

2020/9/10 在宅ｺｰﾙｾﾝﾀｰｿﾘｭｰｼｮﾝの提供を開始

2020/9/18 ｸﾞﾛｰｼｯﾌﾟ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞがｵﾝﾗｲﾝ本⼈認証proostの導⼊に合意

2020/9/25 ACSiON (ｱｸｼｵﾝ) とｸｲｯｷﾝがｵﾝﾗｲﾝ本⼈認証で業務提携

2020/10/6 ｲﾝﾌｫﾏｰﾄとｼｽﾃﾑ連携ﾊﾟｰﾄﾅｰ契約を締結

2020/10/15 ﾄﾖﾀ⾃動⾞・豊⽥通商・ﾃﾞﾝｿｰの給与ｼｽﾃﾑ共通基盤に「POSITIVE」が採⽤

2020/10/20 製品開発⽀援ｿﾘｭｰｼｮﾝ「iQUAVIS」とMicrosoft Teamsの連携ｿﾘｭｰｼｮﾝ「iQTeams (ｱｲｷｭｰﾁｰﾑｽﾞ) 」の販売開始

2020/10/26 経費精算ｼｽﾃﾑ「Ci*X Expense」新ﾊﾞｰｼﾞｮﾝV1.4をﾘﾘｰｽ

2020/10/27 国際建設ﾛﾎﾞｯﾄｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「The 37th International Symposium on Automation and Robotics in 
Construction」にて論⽂採択


