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第54 期　第2四半期 株主通信 2015年4月1日- 2015年9月30日

株式会社 アイネス
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株主の皆様へ

情報サービス産業は、大企業・中堅企業
ユーザにおいては、ソフトウェア投資計画が
増加基調にあるものの、中小企業ではマイナ
スとなるなど弱含みの面も見られます。

当第2四半期の連結業績は、公共分野におけ
るリプレイス案件を中心に受注高が好調に推
移し、前年同期比4.5%増の178億89百万円と
なりました。売上高は、金融分野において、
銀行・生保向けシステム開発が上期は調整時

期にあったことや、前年の機器販売の反動減
などにより減少したものの、公共分野のシス
テム開発等の増加がこれを補い、期初計画を7
億74百万円上回る177億74百万円となりまし
た。利益面では、前年度に発生した公共分野
の不調プロジェクトに関わるアフターコスト
等が増加し、営業利益は同44.5%減の4億89
百万円となりました。この結果、経常利益は
同44.4%減の5億円、親会社株主に帰属する四
半期純利益は同48.8%減の2億84百万円とな
りました。

現在、当社グループは、高収益体質への転
換に向けた取り組みを継続しており、下期も
この課題にしっかりと取り組みます。その基
盤となる持続的な受注高・売上高の拡大に向
け、積極的な営業活動を展開しています。

公共分野では、「社会保障・税番号（マイナ
ンバー）制度」関連の自治体のシステム改修
案件に着実に対応するとともに、「マイナン
バー後」に期待される本格的なリプレイス需
要に向け、総合行政情報システム「WebRings 
Plus」の受注活動を強化してまいります。

金融分野では、下期に期待されるメガバン
ク・生保の国内投資拡大に対応するだけでな
く、アジアを中心としたメガバンクの海外需
要の取り込みや、国内地方でのニアショア開
発の推進も並行して力を入れていきます。同
時に、IT技術と金融テクノロジーを融合した

「フィンテック」に期待が高まっていますが、
こうした新たな分野においても、情報収集や
研究開発を進めてまいります。

また、これらの取り組みを支える「ものづ
くり力」の強化も必要です。プロジェクトマ
ネジメント力の強化を通じて、プロセス品質
の向上を図るほか、商品開発力、提案力の強
化、技術力の底上げに注力するとともに、人

材育成にも力を入れ、顧客ニーズにしっかり
と対応できる体制を構築してまいります。

本年4月27日、当社の持続的な成長と中長
期的な企業価値の向上を実現させるためには、
ROE（株主資本利益率）・ROA（総資産利益率）
改善の取り組みも重要施策であるとの考えの
もと、約2年をかけ総額100億円（予定）の
自己株式取得を実施する方針を発表いたしま
した。

この方針に基づき、本年7月1日から10月
28日までに、累計約179万株（取得総額約22
億17百万円）の自己株式を取得しました。さ
らに本年11月4日から2016年1月27日までに
上限100万株（上限取得額10億円）の自己株
式取得を進めており、今後も引き続き、資本
効率の向上と株主還元の強化に努め、ROEの
改善を進めてまいります。

また、東京都港区赤坂の土地・建物の売却
に続き、その他の保有資産の有効活用や整備
を進めることでROAの改善にも取り組むとと
もに、アイネスグループ全体の一体経営を強化
し、企業価値の向上に尽力してまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きご
支援のほどよろしくお願い申しあげます。

福祉系を中心に幅広い地域で
公共分野のシステム開発が増加。
引き続き、受注高は
高水準を維持しています。

代表取締役社長

公共分野で順調に受注高・売上高を拡大
金融分野の減少を補う

持続的な受注高・売上高拡大に向け、
既存分野の足固めと新規分野への挑戦を継続

資本効率の向上と株主還元に
向けた取り組みを強化
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第53期
（第2四半期）

第54期
（第2四半期）

■  受注高は、公共分野を中心に好調で、前年同期比4.5％の増加
■  売上高は、金融分野の減少を、公共分野の増加が補い、前年同期並みを確保
■   営業利益は、前年度の公共分野のアフターコストにより減少

業種別事業概況

17,774
百万円

17,791
百万円

■ 第2四半期　■ 通期
● 産業分野の売上高は、前年同期比5.4％減の36億73百万円となりま

した。

産業分野

5.4 ％減3,673 百万円

15.9 ％増

● 公共分野の売上高は、前年同期比15.9％増の81億46百万円となり、
同分野の全売上高に占める構成比は前年同期の39.5％から45.8％
に高まりました。

● 自治体の法改正案件の増加や、前年度開発案件が保守フェーズ
に移行しシステム保守の売上が増加したこと等により、大幅増
収となりました。

公共分野

8,146 百万円
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売上高 営業利益 営業利益率

親会社株主に帰属する当期純利益 1株当たり当期純利益 自己資本比率
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1,076
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1,900
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1,949
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決算ハイライト

当第2四半期のポイント

売上高

売上高

前年同期比

13.5 ％減

● 金融分野の売上高は、前年同期比13.5％減の59億54百万円となり
ました。

●  主に生保向け機器販売等の減少や銀行向けシステム開発の減少
等により、減収となりました。

金融分野

5,954 百万円売上高 前年同期比

前年同期比
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トピックス

2015年10月5日、いわゆるマイナンバー法が施行され、社会保障・税番号の通知が
始まりました。現在、顕在化しているマイナンバーに係る自治体システムの改修案件
に対し、着実に対応していくとともに、 2016年1月の利用開始以降に見込まれる、本
格的なシステム更新需要の高まりを見据え、引き続き受注活動を強化していきます。

新規分野への挑戦として、お客様の業務に役立つアライアンス商品の拡充・拡販にも力を入れています。なかで
も、アイプランナー社の高機能のCRMシステムがサービス利用料固定で利用できるクラウドサービス

「PromotionsCRM」は、オープンな技術を使ったシステムのため、ユーザ固有のカスタマイズも容易であり、顧
客管理、商談管理、見積・販売管理、マーケティングなどの豊富な機能の提供を通じて、お客様のビジネス戦略を
支援する商品として、非常にご好評いただいております。

ROE向上に向けた資本政策の実施の一環として、本年４月27日に発表した自己株式取得方針に則り、本年７月
１日から同10月28日までに、株式総数1,790,600株（取得総額2,217,441,900円）の取得を実施しました。さら
に、本年11月４日から2016年１月27日までに上限総数100万株（上限総額10億円）を取得する計画です。自己
株式の取得と業績の向上と合わせ、2017年度までにROE（株主資本当期純利益率）5%以上の達成を目指します。

グループ会社の新日本システム・サービス株式会社が提供する「携帯便」の登録利用者数が10万ユーザを突破
しました。企業等が社員（登録利用者）のスマートフォンや携帯電話に給与明細や源泉徴収票等をWeb配信する
システムで、従業員数百人から数万人まで企業規模、業種も多岐にわたった38団体（2015年8月現在）にご利用
いただいております。今後、マイナンバー収集・保管機能も追加し、15万ユーザ突破を目指します。

10月より、「FUTURE & HARMONY」
をコンセプトとした街頭CMの放映を

「新宿アルタビジョン」（東京都新宿
区）で開始しました。より多くのお客様に提供できる幅広いサービスの１つとして可能性

を追求してきたロボティクスソリューション分野において、大垣共立銀
行様（岐阜県大垣市）に仏アルデバラン社の人型ロボット「NAO」が採用
されました。情報発信力のさらなる強化にご活用いただいております。

マイナンバー法が施行

新規分野への挑戦「PromotionsCRM」を提供

自己株式の取得を継続

若手音楽家の育成と音楽文化の普及･発展を目的とした、
国際教育音楽祭「パシフィック・ミュージック・フェスティバル」に協賛

会社や仕事について家族の理解を促進するため、
夏休み期間に社員の家族を会社に招待する

「ファミリーデー」を開催

給与明細配信システム「携帯便」の登録利用者数が10万ユーザを突破

企業認知向上に向け
企業CMを放映

大垣共立銀行様へロボティクスソリューションを導入

10月15日、16日に、東京国際フォーラムで開催された金融のためのITフェア
「FIT（Financial Information Technology）2015」（金融国際情報技術展）に
出展しました。銀行・証券・生保・損保の業務経験者を擁し、半世紀にわたって
金融機関向けに各種ITサービスを提供してきた豊富な実績と経験をもとに、

「金融サービス革新」のための課題解決プランを提示しました。

FIT2015（金融国際情報技術展）への出展

※本文に掲載されている会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。
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設 立 1964年7月

本社所在地 東京都千代田区三番町26番地
（本店所在地：横浜市都筑区牛久保三丁目9番2号）

上場取引所 東証第一部（証券コード9742）
資 本 金 15,000百万円
従 業 員 数 1,421名（連結1,687名）
Ｕ Ｒ Ｌ http://www.ines.co.jp/
事業の内容 ● 情報処理・通信サービス

● ソフトウェア開発
● システム提供サービス
● その他システム関連サービス

会社概要 役員

株式会社KDS
（人材派遣およびデータエントリー業務）
http://www.kds-net.co.jp/

株式会社アイ･エス･エス
（システム関連サービス）
http://www.k-iss.co.jp/

株式会社ＳＫサポートサービス
（セキュアセンターによるシステム運用）
http://skss.jp/

新日本システム・サービス株式会社
（システム運用およびソフトウェア開発）
http://www.shinnihonsys.co.jp/

愛寧寿信息系統（上海）有限公司
（上海におけるシステムの設計および開発）

愛寧寿信息系統（香港）有限公司
（香港におけるシステムの設計および開発）

グループ会社一覧

科　目 第54期
2015年9月30日現在

第53期
2015年3月31日現在

■ 資産の部
流動資産 21,244 23,835

固定資産 37,583 38,043

有形固定資産 29,073 29,409

無形固定資産 2,547 2,909

投資その他の資産 5,962 5,724

資産合計 58,827 61,879

■ 負債の部
流動負債 6,716 8,068

固定負債 10,608 10,565

負債合計 17,324 18,634

■ 純資産の部
株主資本 41,495 43,528

資本金 15,000 31,457

資本剰余金 24,322 7,864

利益剰余金 4,298 4,271

自己株式 △ 2,125 △ 65

その他の包括利益累計額 △ 22 △ 312

非支配株主持分 29 29

純資産合計 41,502 43,245

負債純資産合計 58,827 61,879

科　目
第54期

第2四半期累計期間
2015年4月  1日から
2015年9月30日まで

第53期
第2四半期累計期間

2014年4月  1日から
2014年9月30日まで

売上高 17,774 17,791
売上原価 14,525 14,271

売上総利益 3,249 3,520
販売費及び一般管理費 2,760 2,638

営業利益 489 881
営業外収益 51 40
営業外費用 40 21

経常利益 500 900
特別利益 7 36
特別損失 21 3

税金等調整前四半期純利益 486 933
法人税等 202 379

四半期純利益 284 554
非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△） 0 △ 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 284 554

科　目
第54期

第2四半期累計期間
2015年4月  1日から
2015年9月30日まで

第53期
第2四半期累計期間

2014年4月  1日から
2014年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,108 3,244
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 945 △ 1,713
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,807 △ 303
現金及び 現金同等物の増減額 △ 645 1,227
現金及び現金同等物の期首残高 8,278 8,171
現金及び現金同等物の四半期末残高 7,632 9,398

（単位：百万円）（単位：百万円）

（単位：百万円）

連結貸借対照表 連結損益計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

連結財務諸表 会社概要（2015年9月30日現在）

取 締 役 代表取締役 森　　　悦　郎
取締役 當　山　　　稔
取締役 吉　村　晃　一
取締役 塚　原　　　進
取締役 鈴　木　栄二郎
取締役 高　野　克　司
取締役 濵　田　一　秀
取締役 西　村　昭　治

※取締役濵田一秀および西村昭治の両氏は社外取締役であります。

監 査 役 常勤監査役 田　所　正　夫
常勤監査役 打　込　愛一郎

監査役 仁　科　秀　隆
※監査役打込愛一郎および仁科秀隆の両氏は社外監査役であります。

執 行 役 員 社長 森　　　悦　郎
常務執行役員 當　山　　　稔
常務執行役員 吉　村　晃　一
常務執行役員 塚　原　　　進

執行役員 鈴　木　栄二郎
執行役員 高　野　克　司
執行役員 平　田　正　幸
執行役員 小　川　哲　也
執行役員 鈴　木　玲　子
執行役員 萬　野　哲　夫
執行役員 高　橋　文　彦
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1
本社

〒102-0075
東京都千代田区三番町26番地 
TEL.03-6261-3400

2  
横浜事業所

〒224-8507
神奈川県横浜市都筑区牛久保3-9-2 
TEL.045-912-5500

3  
川崎事業所

〒213-8585
神奈川県川崎市高津区二子6-13-10
TEL.044-812-1151 

4  
関東サービス
センター

〒343-0845
埼玉県越谷市南越谷1-19-6
TEL.048-990-5900

5  
北海道支社

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西9-3
TEL.011-222-1302

6  
東北支社

〒980-0802
宮城県仙台市青葉区二日町13-18 
TEL.022-265-7401 

7  
中部支社

〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-23
TEL.052-566-3001

8  
関西支社

〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町1-4-8 
TEL.06-6203-1430

9  
中国支社

〒732-0053
広島県広島市東区若草町9-7
TEL.082-261-5301

10 
九州支社

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-1 
TEL.092-235-1611

11 
シンガポール支店

50 Raffles Place,
#32-01 Singapore Land Tower,
Singapore 048623 

■ 大株主

5

6

4
7

8
10

9

2 3

1

決 算 期 3月31日
定 時 株 主 総 会 毎年6月に開催いたします。
基 準 日 定時株主総会　毎年3月31日

（その他必要ある場合はあらかじめ公告い
たします）

公 告 当社ホームページにより公告いたします。
http://www.ines.co.jp/ir/koukoku.html

単 元 株 式 数 100株
株主名簿管理人
特別口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

郵 便 物 送 付 先 〒137-8081　
東京都江東区東砂7-10-11
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

電 話 照 会 先 TEL. 0120-232-711（フリーダイヤル）

1. 買増・買取請求その他住所変更などの各種お手続きに
つきましては、原則、口座を開設されている口座管理
機関（証券会社等）で承ります。口座を開設されている
証券会社等にお問い合わせください。

2. 特別口座に記録された株式に関する買増・買取請求の
お手続きや株主様の口座へのお振替手続きにつきまし
ては、特別口座管理機関の三菱UFJ信託銀行または同行
全国各支店にお問い合わせください。

3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本
支店でお支払いいたします。

※配当金は、支払開始の日から満３年（除斥期間）を経
過しますと、当社定款の規定によりお支払いできなくな
りますので、お早めにお受け取りください。
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各種お手続きについて

事業所一覧 株式状況／株主メモ（2015年9月30日現在）

株式の状況 株主メモ

所有者別分布状況

発行可能株式総数 175,477,400株
発行済株式総数 32,100,000株

（内 自己株式数　1,740,411株）
株主数 9,317名

株  主  名 持株数
（千株）

持株比率
（%）

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口） 2,546 7.9

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 1,612 5.0

株式会社日立ソリューションズ 1,562 4.9
ＲＢＣ　ＩＳＢ　Ａ／Ｃ　ＤＵＢ
ＮＯＮ　ＲＥＳＩＤＥＮＴ　－
ＴＲＥＡＴＹ　ＲＡＴＥ

1,525 4.8

アイネスグループ社員持株会 1,200 3.7

金融商品取引業者
2.8％

自己名義株式　
5.4％

その他の法人
7.5％ 個人・その他

31.1％

外国法人等
28.5％

金融機関
24.7％

※ 上記のほか、自己株式が1,740,411株あります。
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