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第53 期　第2四半期 株主通信 2014年4月1日- 2014年9月30日

株式会社 アイネス

おかげさまで
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当第2四半期の情報サービス産業において
は企業のソフトウェア投資計画が上方修正さ
れるなど、緩やかな回復が続いています。こ
うした事業環境下、当社は、受注高・売上高
の拡大を指向するとともに、競争力強化を通
じた収益力の向上に取り組んでいます。

当第2四半期の受注高は、金融分野で増加し
たものの、公共分野で入札案件が下期以降に
延期になる等の動きがあり、また産業分野が
伸び悩んだことから171億13百万円（前年同

期比5.6%減）となりました。ただし、全体の
受注残高は、引き続き400億円台を維持して
おり、通期の受注高は前年度比1.7％増となる
427億円の達成をめざします。売上高は、金
融・公共分野で２桁の伸びを示し、177億91
百万円（同10.4%増）となりました。金融分
野では銀行・生保向けシステム開発、機器販
売が増加し、公共分野では新規の自治体の開
拓や既存自治体の一括開発案件の着実な取り
込みが奏功しました。通期では、前年度比1.4
％増となる356億円を計画しています。売上
高の増加に伴い、営業利益も２桁伸長の８億
81百万円（同15.9%増）、営業利益率は５％

となり、当第２四半期の業績はまずまずの仕
上がりになったと認識しています。

高収益体質への転換を意図し、現在、事業
ポートフォリオの見直し、ストックビジネスの
強化、新事業の創生を進めています。

まず、当社が得意とする自治体向けビジネス
の拡大に向け、「社会保障・税番号（マイナン
バー）制度」への対応をはじめ、自社開発の総
合行政情報システム「WebRings Plus（ウェブ
リングスプラス）」を核とした営業を展開し、
既存「WebRings」の改修・リプレイス需要、
アライアンスによる新規自治体、双方の獲得
をめざします。また、民間における利用機会拡
大を見据えた研究も開始していきます。

さらに安定収入源の拡充、収益力強化に向

け、民間・自治体向け人事給与アウトソーシ
ングや窓口業務、ヘルプデスクの運用といっ
たBPOビジネスを拡大させ、人的リソースの
集積であるシステム開発に片寄らない事業
ポートフォリオをめざします。データセンター
サービスについても、自治体クラウド（共同
利用）対応や客先にクラウド環境を構築する

「お届けクラウド」などの新サービス展開、構築
した基幹システムの運用受注、他社データセ
ンターとの連携による手数料ビジネスなど
ストックビジネスを拡大していく計画です。

新規ビジネスについては、さらに「保険商
品開発支援ソリューション」等新たなソリュー
ションの開発に努めるほか、他社とのアライ
アンスを通じたトータル提案も順次展開して
いきます。

株主の皆様におかれましては、引き続き
ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

創立50周年を機に
社是を「創造 和 挑戦」へ。
新しい経営ビジョンのもと
お客様とともに価値を創り上げ、
世界中に笑顔を増やしていきます。

代表取締役社長

株主の皆様へ

受注高は伸び悩むも
売上高、利益は２桁伸長

高収益体質への転換へ
事業ポートフォリオを見直し

配当につきましては、急速な市場変化の対応に備
え、財務基盤の拡充を勘案しつつ、安定配当を基本
に業績に応じた成果配分に努めてまいります。第
53期の中間期は、普通配当8円に記念配当5円を加
え、1株当たり13円とし、期末配当1株当たり8円
と合わせ、年間配当は1株当たり21円となる見込み
です。

発行済株式総数の減少を通じた株主利益の増大を
意図し、11月13日付で保有自己株式1,590万株を
消却しております。

　 　 ■消却前の発行済株式総数　4,800万株
　 　 ■消却後の発行済株式総数　3,210万株

配当について 自己株式の消却について
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第52期
（第2四半期）

第53期
（第2四半期）

▷ 受注高は、公共分野において案件の先延ばしがあったものの、 
金融分野が好調で、前年同期比5.6％の減少

▷ 売上高は、金融分野および公共分野が引き続き好調に推移し、 
同10.4％の増収

▷営業利益は、売上高の増加に伴い、利益面は、同15.9％の増益

当第2四半期のポイント 業種別事業概況

17,791
百万円

16,110
百万円

決算ハイライト

■ 第2四半期　■ 通期

前年同期比

● 産業分野の売上高は、前年同期比2.6％減の38億81百万円となりま
した。

●  依然、厳しい事業環境を受けて、回復までには至らず、減収となりま
した。

産業分野

2.6 ％減前年同期比3,881 百万円売上高

前年同期比

● 金融分野の売上高は、前年同期比13.5％増の68億84百万円となり
ました。

●  主に銀行・生保向けシステム開発の増加により、増収となりました。

金融分野

売上高 6,884 百万円 13.5 ％増

15.9 ％増

● 公共分野の売上高は、前年同期比15.9％増の70億25百万円となり
ました。

●  新規の自治体の開拓や、既存自治体の一括開発案件の着実な取り込み
が奏功したことにより、増収となりました。

公共分野

7,025 百万円売上高

33,802

16,472

34,291 35,882

16,136 17,233 16,110

35,112

17,791

554 17.32

881

第49期 第50期 第51期 第53期第52期

（単位：百万円） （単位：百万円）

6.4

4.8

6.1 6.4

4.7 5.0

72.1

5.4

7.2
6.5

（単位：％）

1,275

622

1,767

430

1,053
731
1,038 960

（単位：百万円）

31.84

15.28

43.38

13.44

32.91

17.96
25.50 23.58

（単位：円）

74.2
72.8

76.877.4

77.076.6

77.9

75.6

（単位：％）

売上高 営業利益 営業利益率

当期純利益 1株当たり当期純利益 自己資本比率

第49期 第50期 第51期 第53期第52期 第49期 第50期 第51期 第53期第52期

第49期 第50期 第51期 第53期第52期 第49期 第50期 第51期 第53期第52期 第49期 第50期 第51期 第53期第52期

2,176

1,076

2,205
2,589

760

1,900

1,054
777
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注目製品・ソリューションのご紹介

番号制度時代に求められる行政サービスを実現する

「WebRings Plus」
推論エンジンで最適な商品開発を実現する

「保険商品開発支援ソリューション」
?   番号制度とは

!   WebRings Plusの機能

?   保険商品開発支援ソリューションとは

!   保険会社様のこんな課題を解決します

「社会保障・税番号（マイナンバー）制度」（番号制度）は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報で
あるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性
の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤（インフラ）です。番号制度が導入されると、各種機関との連
携や個々人の情報の利用がさらに促進され行政が提供できるサービスの可能性が広がり、住民一人ひとりの状況に
あった、より最適な行政サービスが展開できる時代を迎えます。

WebRings Plusでは、個人番号などの活用により、住民一人ひとりのライフイベントや状況に合わせたサービスを
積極的に発信する「お知らせ型サービス」の実現を支援し、自治体がコンシェルジュのように住民一人ひとりに適した
きめ細やかなサービスを提供するのをサポートいたします。

保険商品開発支援ソリューションは、時間と闘う商品開発部門の強い味方です。商品内容が承認されるまで
繰り返される保険価格計算業務や、保有契約保険価格再計算業務を短期間で網羅的に実行できます。また、

「保険価格」要素を変数化しているので、変数が保険価格に与える影響を容易に可視化できます。作成した
「計算基数表」を関連部門に「料率表」として連携することもできます。

▶新商品開発効率を大幅に改善したい
▶商品開発の初期段階で「生命表」から直接「保険価格」や「収支データ」の計算を行い、

商品コンセプトの確かさを確認したい
▶「保有契約」の保険価格再計算にかかる負荷を低減したい

年払純保険料と純保険料式責任準備金の
推移グラフ 収支データ・変数設定画面例1 例2

例えば以下の条件を設定することで、
網羅的に計算します。
●標準生命表2007（死亡保険用：男）
●男性　　　●年齢40歳　●保険金額100万円
●定期保険　●期間10年
●0.01≦予定利率≦0.11（きざみ0.02）

性別、年齢、保険期間、予定利
率、契約失効率など、様々な変
数を設定でき、それらが保険価
格に与える影響を容易に可視化
できます。

●お知らせ型サービスのイメージ

介護

育児

転居

転居や育児、介護などの
お問合わせへの対応だけ
でなく、他にもご案内す
べき内容がわかり、まと
めてお伝えします。

転居や育児、介護などの
お問合わせへの対応だけ
でなく、他にもご案内す
べき内容がわかり、まと
めてお伝えします。

WebRings Plusの特徴
国や自治体の政策・動向にスムーズに対応
■公平な徴収と適正な受給を実現し、

最適な行政サービス提供をサポート
■EUC※機能などでデータ出力した際の

個人情報漏えいリスクを低減
■自治体内外のセキュアでシームレスな連携を実現

※EUC：End User Computing（企業等で情報システムを利用して現場で業務を行う従業員等が、自らシステムやソフトウェアの開発・構築や運用・管理に携わること。）

事務効率と職員満足度を向上
■直感的なインターフェイスにより、円滑に業務を推進できる、

わかりやすく使いやすいシステム
■事務に合わせてユーザインターフェイスのアレンジが可能
■蓄積された大量データの分析を、簡単な操作で実現し、

行政運営に利活用可能
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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 31,457百万円
従 業 員 数 1,405名（連結1,671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

取 締 役 取締役相談役 五十嵐　泰　彦
取締役会長 林　　　義　裕
代表取締役 森　　　悦　郎

取締役 保　垣　　　宏
取締役 中　村　光　宏
取締役 當　山　　　稔
取締役 安　藤　　　渉
取締役 吉　村　晃　一
取締役 濵　田　一　秀

※取締役濵田一秀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 不　破　邦　俊

監査役 仁　科　秀　隆
※監査役不破邦俊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 保　垣　　　宏
常務執行役員 中　村　光　宏

執行役員 當　山　　　稔
執行役員 安　藤　　　渉
執行役員 吉　村　晃　一
執行役員 荒　川　　　忠
執行役員 河　内　延　泰
執行役員 平　田　正　幸
執行役員 鈴　木　栄二郎
執行役員 高　野　克　司
執行役員 小　川　哲　也
執行役員 鈴　木　玲　子
執行役員 塚　原　　　進

（2014年9月30日現在）

会社概要 役員（2014年11月1日現在）

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

連 結 財 務 諸 表 会 社 概 要

科　目
第53期

第2四半期会計期間末
2014年9月30日現在

第52期
2014年3月31日現在

資産の部                
流動資産 21,939 20,998
固定資産 38,213 38,162

有形固定資産 29,619 29,901
無形固定資産 2,800 2,741
投資その他の資産 5,792 5,520

資産合計 60,152 59,161

負債の部
流動負債 6,465 5,958
固定負債 10,299 10,058
負債合計 16,764 16,017

純資産の部
株主資本 43,652 43,420

資本金 31,457 31,457
資本剰余金 17,549 17,548
利益剰余金 6,276 6,045
自己株式 △ 11,631 △ 11,631

その他の包括利益累計額 △ 294 △ 343
新株予約権 — 37
少数株主持分 29 29
純資産合計 43,387 43,144
負債純資産合計 60,152 59,161

科　目
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

第52期
第2四半期累計期間

2013年4月  1日から
2013年9月30日まで

売上高 17,791 16,110
売上原価 14,271 12,674

売上総利益 3,520 3,435
販売費及び一般管理費 2,638 2,674

営業利益 881 760
営業外収益 40 37
営業外費用 21 21

経常利益 900 776
特別利益 36 36
特別損失 3 61

税金等調整前四半期純利益 933 752
法人税等 379 322

少数株主損益調整前四半期純利益 554 430
少数株主利益（△損失） △ 0 0

四半期純利益 554 430

科　目
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

第52期
第2四半期累計期間

2013年4月  1日から
2013年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,244 1,746
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,713 △ 1,913
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 303 △ 294
現金及び現金同等物の増減額 1,227 △ 461
現金及び現金同等物の期首残高 8,171 11,278
現金及び現金同等物の四半期末残高 9,398 10,816

（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



国内

海外
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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
横浜市都筑区牛久保3-9-2 
TEL.045-912-5500

3  
川崎事業所

〒213-8585
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

〒343-0041
越谷市千間台西1-3
TEL.048-973-5101

5  
赤坂オフィス

〒107-8427
東京都港区赤坂6-11-1
TEL.03-3505-6131

6  
北海道支社

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

7  
東北支社

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

8  
中部支社

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

9  
関西支社

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

10 
中国支社

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

11 
九州支社

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

12 
シンガポール支店

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

発行可能株式総数 175,477,400株
発行済株式総数 48,000,000株

（内 自己株式数　15,988,515株）

株主数 7,341名

■ 大株主

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） 2,723 8.5
イ ン タ ー ト ラ ス ト 　 ト ラ ス テ ィ ー ズ

（ ケ イ マ ン ）リミ テ ッド 　 ソ ー ル リ ー
イン 　 イッツ 　 キャパ シ ティー　 ア ズ
トラスティー　 オブ 　ジャパン 　アップ

1,680 5.3

株式会社日立ソリューションズ 1,562 4.9
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 1,499 4.7
アイネスグループ社員持株会 1,234 3.9

※1.  当社は、自己株式を15,988,515株保有しておりますが、上表
の大株主から除外しております。

2.  持株比率は、自己株式を除いた株式数32,011,485株により
算出しております。

※ 当社は、2014年11月13日付で自己株式を15,900,000株消却
しており、消却後の発行済株式総数は32,100,000株となって
おります。

株式の状況

所有者別分布状況
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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）

株主メモ

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。

※特別口座とは、株券電子化実施日において「株式会社
証券保管振替機構（ほふり）」をご利用でない株主様（例：
株券をご自宅や貸金庫に保管されている方、株券が発行
されていない単元未満株式をお持ちの方）の権利を確保
するために、当社が当該株主様の名義で開設した口座
です。

（2014年9月30日現在）（2014年9月30日現在）
事 業 所 一 覧 株式状況／株主メモ
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金融商品取引業者
2.1％
その他の法人
7.5％
金融機関
24.8％

外国法人等
34.7％

個人・その他
30.9％

32,011,485株

自己株式を除いた
発行済株式数

各種お手続きについて



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

この株主通信は循環型社会の形成に配慮し、金具等を使用しておりません。 2014.12_INES_SU011_8000T

株式会社 アイネス


