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2021年12⽉期 第１四半期
（2021年1⽉1⽇〜2021年3⽉31⽇）

決算補⾜資料

2021年4⽉28⽇
株式会社電通国際情報サービス
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＜注記＞
• 前第2四半期連結会計期間より、報告ｾｸﾞﾒﾝﾄ別の経営成績をより適切に反映させるため、⼀部の費⽤

の配賦⽅法を各ｾｸﾞﾒﾝﾄの実態に合った合理的な基準に基づき配賦する⽅法に変更しております。なお、
前第1四半期連結累計期間のｾｸﾞﾒﾝﾄ情報については、変更後の利益⼜は損失の算定⽅法に基づき作
成したものを記載しております。

• 当第1四半期連結累計期間より、基幹ｼｽﾃﾑの構築・導⼊事業を展開する「ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞIT事業部」を
ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝｾｸﾞﾒﾝﾄからｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITｾｸﾞﾒﾝﾄに移管し、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ領域から基幹業務までを統合的
に⽀援する体制を確⽴しました。なお、前第1四半期連結累計期間および当第1四半期連結累計期間
の報告ｾｸﾞﾒﾝﾄを、それぞれの⽐較対象となる期間と同条件で作成することは実務上困難なため、当該情
報については開⽰を⾏っておりません。

2021年12⽉ 第1四半期決算概況2021年12⽉ 第1四半期決算概況
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(1) 2021年12⽉期 第１四半期連結業績

（単位︓百万円）

2021年12⽉期
第1四半期累計

前年同期との⽐較

前年同期 増減額 増減率(%)

売上⾼ 27,495 26,366 ＋1,129 ＋4.3

売上総利益 9,594 8,978 ＋616 ＋6.9

売上総利益率 34.9% 34.1% ＋0.8p －

販売費及び⼀般管理費 5,867 5,683 ＋184 ＋3.2

営業利益 3,726 3,294 ＋432 ＋13.1

営業利益率 13.6% 12.5％ ＋1.1p －

経常利益 3,643 3,252 ＋391 ＋12.0

親会社株主に帰属する 四半期純利益 2,521 2,060 ＋461 ＋22.4

売上⾼ ⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ、製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT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
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(2) 営業利益の増減要因

2020年12⽉期
第1四半期累計

(単位︓億円)

営業利益
37.2

営業利益
32.9

研究開発費、⼈件費等の増加売上総利益率が
34.1％→34.9％に向上

増収効果

＋3.8

2021年12⽉期
第1四半期累計

前年同期⽐
＋4.3

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽおよび
受託ｼｽﾃﾑ開発を中⼼とした
売総率向上の効果

＋2.3

販管費増 ▲1.8
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(3) 報告ｾｸﾞﾒﾝﾄ別売上⾼および営業利益
（単位︓百万円）

報告ｾｸﾞﾒﾝﾄ 2021年12⽉期
第1四半期累計

前年同期との⽐較
概況

増減額 増減率(%)

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 6,333 ＋343 ＋5.7 「BANK・R」の販売・導⼊、およびｾｰﾙｽ
ﾌｫｰｽ・ﾄﾞｯﾄｺﾑ社のｿﾘｭｰｼｮﾝを活⽤したｺｰ
ﾙｾﾝﾀｰやCRMｼｽﾃﾑの構築ﾋﾞｼﾞﾈｽが拡⼤
し、増収増益

営業利益 647 ＋106 ＋19.6
% 10.2 ＋1.2p －

期中平均⼈員 784⼈ ＋71⼈ ＋10.0

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 3,455 ▲1,794 ▲34.2 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞIT 事 業 部 をｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT
へ移管したことに加え、「STRAVIS」
および「Ci*X」の販売・導⼊が減少し、
減収減益

営業利益 309 ▲512 ▲62.4
% 8.9 ▲6.7p －

期中平均⼈員 416⼈ ▲141⼈ ▲25.3

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ

売上⾼ 8,220 ＋113 ＋1.4
⾃動⾞業界向けを中⼼に、PLMやCAE
等ｿﾌﾄｳｪｱ商 品 のﾗｲｾﾝｽ販 売 が 堅 調 に
推移し、増収増益

営業利益 1,090 ＋118 ＋12.1
% 13.3 ＋1.3p －

期中平均⼈員 667⼈ ＋15⼈ ＋2.3

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT

売上⾼ 9,485 ＋2,467 ＋35.2 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝか らｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞIT 事 業
部を移管・統合した効果に加え、電通ｸﾞﾙ
ｰﾌﾟとの協業による顧客のDXを⽀援する
ﾋﾞｼﾞﾈｽが拡⼤し、増収増益

営業利益 1,679 ＋721 ＋75.3
% 17.7 ＋4.0p －

期中平均⼈員 709⼈ ＋264⼈ ＋59.2
※ BANK・R:次世代融資ｿﾘｭｰｼｮﾝ Ci*X:会計ｿﾘｭｰｼｮﾝ STRAVIS:連結会計ｿﾘｭｰｼｮﾝ
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(参考) 報告ｾｸﾞﾒﾝﾄ業績補⾜

（単位︓百万円）

報告ｾｸﾞﾒﾝﾄ 2021年12⽉期
第1四半期累計

参考数値との⽐較

前年同期参考値 増減額 増減率(%)

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ
売上⾼ 3,455 3,551 ▲96 ▲2.7
営業利益 309 657 ▲348 ▲53.0

% 8.9 18.5 ▲9.6p －

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT
売上⾼ 9,485 8,716 ＋769 ＋8.8
営業利益 1,679 1,122 ＋557 ＋49.6

% 17.7 12.9 ＋4.8p －

⽐較の便宜のため、2020年12⽉期第1四半期実績値から当社単体のｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞIT事業部
の売上⾼および営業利益を加減算した結果と⽐較した参考情報は以下のとおりです。

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ︓ｿﾌﾄｳｪｱ製品販売および導⼊案件の減少により、減収減益
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT ︓電通ｸﾞﾙｰﾌﾟとの協業によるDX案件の拡⼤により、増収増益
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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 2021年12⽉期
第1四半期累計

前年同期との⽐較
概況

増減額 増減率(%)

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 1,969 ＋117 ＋6.3 ⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITが拡⼤

受託ｼｽﾃﾑ開発 7,112 ▲429 ▲5.7 ⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITが減少

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 5,702 ＋919 ＋19.2 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT(iPLAss)、
⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ(BANK・R)が拡⼤

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 8,302 ＋398 ＋5.0 ⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ(Salesforceｿﾘｭｰｼｮﾝ)、
製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ(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 2,499 ＋294 ＋13.3 ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITが拡⼤

情報機器販売・その他 1,910 ▲169 ▲8.1 製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITが減少

※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 連結売上⾼

※ 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適⽤

（単位︓百万円）

業種
2021年12⽉期 第1四半期累計 前年同期⽐
売上⾼ 構成⽐(%) 増減額 増減率(%)

銀⾏ 4,856 17.7 ＋56 ＋1.2

その他⾦融 1,206 4.4 ＋185 ＋18.1

⾦融 6,062 22.1 ＋241 ＋4.1

輸送機器 4,435 16.1 ▲29 ▲0.6

電気・精密機器 2,660 9.7 ＋441 ＋19.9

機械 1,867 6.8 ▲75 ▲3.8

その他製造 1,906 6.9 ▲186 ▲8.9

製造 10,868 39.5 ＋152 ＋1.4

ｻｰﾋﾞｽ・公共 8,536 31.0 ＋617 ＋7.8

流通・その他 2,030 7.4 ＋119 ＋6.2

株式会社電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ
及びそのｸﾞﾙｰﾌﾟ会社 6,016 21.9 ▲56 ▲0.9

＜電通ｸﾞﾙｰﾌﾟ向け売上⾼＞
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(6) 受注⾼・受注残⾼
（単位︓百万円）

受注⾼ 受注残⾼

2021年12⽉期
第1四半期累計

前年同期⽐
増減率(%)

2021年12⽉期
第１四半期累計

前年同期⽐
増減率(%)

合計 32,668 ▲2.3 40,253 ＋1.7

報告ｾｸﾞﾒﾝﾄ別
内訳

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ 5,471 ＋11.9 6,600 ▲11.2

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 4,110 ▲33.4 4,945 ▲40.3

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ 11,843 ＋8.0 16,026 ＋18.0

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT 11,242 ▲1.4 12,680 ＋23.7

ｻｰﾋﾞｽ品⽬別
内訳

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 1,827 ＋11.5 649 ＋2.7

受託ｼｽﾃﾑ開発 6,618 ▲12.0 5,303 ▲37.3

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 5,600 ＋7.9 7,123 ＋0.3

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 12,386 ＋8.3 18,109 ＋20.6

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・運⽤保守 4,255 ▲8.2 4,140 ＋5.2

情報機器販売・その他 1,980 ▲34.1 4,926 ＋11.5

※ ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝITの前年同期数値は、事業部移管後の条件による組み替えは⾏っておりません。
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業績予想業績予想
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注） この資料に記載しております業績の予想数値は、業界の動向、顧客の状況、
その他現時点で⼊⼿可能な情報による判断及び仮定により算出した⾒通しで
あり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。
また、予想に内在する不確定要因や内外の状況変化等により、実際の業績は
当該予想とは異なる場合がありますのでご承知おきください。
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2021年2⽉10⽇に発表した予想より変更はありません。

（単位︓百万円） （単位︓百万円）

通期
前期との⽐較

上期
前年同期との⽐較

前期 増減額 増減率(%) 前年同期 増減額 増減率(%)

売上⾼ 110,000 108,679 ＋1,321 ＋1.2 53,300 55,020 ▲1,720 ▲3.1

営業利益 12,500 12,189 ＋311 ＋2.6 6,000 6,971 ▲971 ▲13.9

営業利益率 11.4% 11.2% ＋0.2p － 11.3% 12.7% ▲1.4p －

経常利益 12,300 11,502 ＋798 ＋6.9 5,900 6,862 ▲962 ▲14.0

親会社株主に帰属する
当期純利益 8,300 7,362 ＋938 ＋12.7 4,000 4,512 ▲512 ▲11.3

2021年12⽉期 業績予想
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（単位︓百万円） （単位︓百万円）

通期
前期との⽐較

上期
前年同期との⽐較

前期 増減額 増減率(%) 前年同期 増減額 増減率(%)

⾦融ｿﾘｭｰｼｮﾝ 24,852 23,888 ＋964 ＋4.0 12,222 12,224 ▲2 ▲0.0

ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ 15,589 22,100 ▲6,511 ▲29.5 7,575 10,885 ▲3,310 ▲30.4

製造ｿﾘｭｰｼｮﾝ 30,913 30,511 ＋402 ＋1.3 15,118 15,531 ▲413 ▲2.7

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝIT 38,643 32,179 ＋6,464 ＋20.1 18,384 16,378 ＋2,006 ＋12.2

合計 110,000 108,679 ＋1,321 ＋1.2 53,300 55,020 ▲1,720 ▲3.1

2021年12⽉期 業績予想（報告ｾｸﾞﾒﾝﾄ別）
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（単位︓百万円） （単位︓百万円）

通期
前期との⽐較

上期
前年同期との⽐較

前期 増減額 増減率(%) 前年同期 増減額 増減率(%)

ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ 6,471 5,975 ＋496 ＋8.3 2,892 3,019 ▲127 ▲4.2

受託ｼｽﾃﾑ開発 31,542 28,147 ＋3,395 ＋12.1 15,755 14,995 ＋760 ＋5.1

ｿﾌﾄｳｪｱ製品 22,162 20,549 ＋1,613 ＋7.8 10,435 10,124 ＋311 ＋3.1

ｿﾌﾄｳｪｱ商品 32,262 33,325 ▲1,063 ▲3.2 15,716 16,699 ▲983 ▲5.9

ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ・
運⽤保守ｻｰﾋﾞｽ 11,188 12,462 ▲1,274 ▲10.2 5,288 6,090 ▲802 ▲13.2

情報機器・その他 6,373 8,219 ▲1,846 ▲22.5 3,211 4,090 ▲879 ▲21.5

合計 110,000 108,679 ＋1,321 ＋1.2 53,300 55,020 ▲1,720 ▲3.1

2021年12⽉期 業績予想（ｻｰﾋﾞｽ品⽬別）
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Appendix 主要ﾌﾟﾚｽﾘﾘｰｽ ＜2021年2⽉〜2021年4⽉＞

2021/2/8 AIモデルの開発・運⽤を⾃動化する「OpTApf」に時系列データの前処理加⼯を⾏う新機能搭載

2021/2/9 従業員のコンディションを可視化するツール「ウェルビーイングノート®」の提供開始

2021/2/15 経費精算システムCi*X ExpenseにLINE「CLOVA OCR」との連携機能を搭載

2021/2/17 SUBARU国内全従業員15,000⼈が使⽤する旅費・経費精算システムを「Ci*X Expense」で刷新

2021/2/24 XRテクノロジーを活⽤し、新しい顧客体験づくりからビジネス開発まで⾏う 「XRX STUDIO」を発⾜

2021/2/24 名古屋銀⾏、中国拠点向け統合事務管理システムに「iConnectStation」を採⽤

2021/2/25 ⾼齢者向けオンライン健康づくりシステムの共同実証研究を開始

2021/3/25 オンライン本⼈認証「proost」を使った在留カードによる継続的顧客管理サービスの提供を開始

2021/3/30 ニチレイグループの⼈財情報プラットフォームに「POSITIVE」提供

2021/3/31 サイバー保険契約者向けセキュリティ教育の提供に向けた協業を開始

2021/4/6 「POSITIVE」「STAFFBRAIN」がマイナポータルAPIを利⽤した電⼦申請に対応

2021/4/26 構想設計システム「iQUAVIS」最新版でAIを⽤いた「ナレッジ検索オプション」提供


