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ＪＢＣＣホールディングス株式会社



会社概要

お客様のDXを実現する総合ＩＴサービス企業グループ

国内48拠点、海外4拠点

社名 ： ＪＢＣＣホールディングス株式会社
[東証１部9889]

設立 ： 1964年4月1日
資本金 ： 47億13百万円
社員数 ： 2,055名 [有期社員を含む連結ベース]

事業会社： 9社

Copyright (C) JBCC Holdings Inc. All rights reserved.

製品開発製造 シェアード・サービス

（オリジナルソフトウェア、
ハードウェア）

１，74０社
クラウド導入

４００社
超高速開発

2万社超
ITソリューション支援

1,１00社
セキュリティ構築

（中部地区）

（全国展開）

（九州地区）

（上海・広州・大連） （バンコク）

(運用・保守サービス）

情報ソリューション

（特化型SI・開発支援)

※2021年10月1日現在
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本日のご説明

2

1. 上半期決算概要および通期業績予想

2. 中期経営計画 HARMONIZE 2023 進捗状況
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1.上半期決算概要および通期業績予想
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価値創造型企業を目指し、さらなる高利益体質へ

決算ハイライト

営業利益 対前年比 +16%の二桁成長

注力事業が伸長し着実に事業変革が進む

過去最高の新規受注高 超高速開発 3,069百万円 対前年比 +69.8%
クラウド 68百万円/月 対前年比 +86.0%
セキュリティ 51百万円/月 対前年比 +78.8%
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（百万円）

売上高 30,155        27,571        -8.6% 28,500        96.7%

営業利益 1,436          1,668          +16.1% 1,350          123.6%

4.8% 6.1% 4.7%

経常利益 1,483          1,778          +19.9% 1,370          129.8%

4.9% 6.5% 4.8%

当期純利益 979             1,256          +28.4% 930             135.1%
（親会社株主に帰属

　する当期純利益） 3.2% 4.6% 3.3%

2021年3月期
上半期

2022年3月期
上半期

対前年
同期比

2022年3月期
上半期

業績予想
進捗率
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上半期 業績概況
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事業概況

				※数値は監査前ベース スウチ カンサ マエ																						※数値は監査前ベース スウチ カンサ マエ

				■上半期　業績概況（計算用） カミハンキ ギョウセキ ガイキョウ ケイサンヨウ																						■上半期　業績概況（表記用） カミハンキ ギョウセキ ガイキョウ ヒョウキ ヨウ

																		（百万円） ヒャクマンエン				（百万円） ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

								2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ガツ キ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ				2022年3月期
上半期
業績予想 ガツ キ カミハンキ ギョウセキ ヨソウ		進捗率 シンチョク リツ		通期業績予想 ツウキ ギョウセキ ヨソウ		進捗率 シンチョク リツ								2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ガツ キ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ				2022年3月期
上半期
業績予想 ガツ キ カミハンキ ギョウセキ ヨソウ		進捗率 シンチョク リツ



				売上高 ウリアゲ ダカ				30,155		27,571		-8.6%				28,500		96.7%		58,500		47.1%				売上高 ウリアゲ ダカ				30,155		27,571		-8.6%				28,500		96.7%

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,437		1,669		+16.1%				1,350		123.6%		2,800		59.6%				営業利益 エイギョウ リエキ				1,436		1,668		+16.1%				1,350		123.6%

								4.8%		6.1%						4.7%				4.8%										4.8%		6.1%						4.7%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				1,484		1,779		+19.9%				1,370		129.8%		2,850		62.4%				経常利益 ケイジョウ リエキ				1,483		1,778		+19.9%				1,370		129.8%

								4.9%		6.5%						4.8%				4.9%										4.9%		6.5%						4.8%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				979		1,257		+28.4%				930		135.1%		1,900		66.2%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				979		1,256		+28.4%				930		135.1%

				（親会社株主に帰属
　する当期純利益） トウキ				3.2%		4.6%						3.3%				3.2%						（親会社株主に帰属
　する当期純利益） トウキ				3.2%		4.6%						3.3%





事業分野別の状況(組替版)

				※数値は9/29見通し スウチ ミトオ

				■事業分野別の状況 ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ

																		（百万円） ヒャクマンエン

										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ

				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,978		27,950		26,692		-7.9%		-4.5%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,889		-2.8%		+0.3%

								%		28.0%		28.1%		29.6%

						SI		売上 ウリアゲ		7,488		7,488		7,581		+1.2%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,275		2,275		2,403		+5.6%		N/A

								%		30.4%		30.4%		31.7%

						サービス		売上 ウリアゲ		12,946		11,919		12,933		-0.1%		+8.5%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,882		3,631		4,055		+4.5%		+11.7%

								%		30.0%		30.5%		31.4%

						システム		売上 ウリアゲ		8,544		8,544		6,178		-27.7%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,956		1,956		1,431		-26.8%		N/A

								%		22.9%		22.9%		23.2%

				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,178		1,178		966		-18.0%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		566		-9.2%		N/A

								%		52.9%		52.9%		58.6%

				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,128		27,657		-8.3%		-5.0%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,736		8,485		8,455		-3.2%		-0.4%

								%		29.0%		29.1%		30.6%



												※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク

												IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ

												1,027

												250





事業分野別の状況(組替しない案)

				※数値は9/29見通し スウチ ミトオ

				■事業分野別の状況 ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ

																		（百万円） ヒャクマンエン

										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ

				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,978		27,950		26,692		-7.9%		-4.5%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,889		-2.8%		+0.3%

								%		28.0%		28.1%		29.6%

						SI		売上 ウリアゲ		8,346		8,346		7,581		-9.2%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,484		2,484		2,403		-3.3%		N/A

								%		29.8%		29.8%		31.7%

						サービス		売上 ウリアゲ		12,088		11,061		12,933		+7.0%		+16.9%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,672		3,422		4,055		+10.4%		+18.5%

								%		30.4%		30.9%		31.4%

						システム		売上 ウリアゲ		8,544		8,544		6,178		-27.7%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,956		1,956		1,431		-26.8%		N/A

								%		22.9%		22.9%		23.2%

				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,178		1,178		966		-18.0%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		566		-9.2%		N/A

								%		52.9%		52.9%		58.6%

				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,128		27,657		-8.3%		-5.0%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,736		8,485		8,455		-3.2%		-0.4%

								%		29.0%		29.1%		30.6%



												※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク

												IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ

												1,027

												250





キャッシュ・フローの状況



										（百万円） ヒャクマンエン

						2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		キャッシュ・フローの主要要因 シュヨウ ヨウイン

				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		267

				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		-543

				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		-485





主な経営指標



				■主な経営指標 オモ ケイエイ シヒョウ



						2021年3月期
上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ

				売上高総利益率 ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		29.0%		30.6%		+1.6%pt

				売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		4.8%		6.1%		+1.3%pt

				1株当たり当期純利益（円） カブ ア トウキ ジュンリエキ エン		66.4		77.9		+1147.0%pt				←経理資料の「212Q‗平均株式.xlsx」参照 ケイリ シリョウ ヘイキン カブシキ サンショウ

				フリーキャッシュ・フロー（百万円） ヒャクマンエン		-276

				1株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		26		26		+0.0%pt

								※ フリーキャッシュ・フロー ＝ 営業活動によるキャッシュ・フロー ＋ 投資活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ トウシ カツドウ













業績見通し(IL丁寧)



				■通期業績見通し ツウキ ギョウセキ ミトオ

																（百万円） ヒャクマンエン

								2021年3月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2021年3月期
（i-Learning除く） ネン ガツ キ ノゾ				2022年3月期
通期業績予想 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ヨソウ		対前期比 タイ ゼンキ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				60,042		58,463				58,500		-2.6%

				(i-Learning除く)				(58,463)								(+0.1%)

				営業利益 エイギョウ リエキ				2,603		2,670				2,800		+7.6%

								4.3%		4.6%				4.8%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,726		2,784				2,850		+4.5%

								4.5%		4.8%				4.9%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,931		1,982				1,900		-1.6%

				(親会社株主に帰属
　する当期純利益) トウキ				3.2%		3.4%				3.2%





業績見通し(シンプル)



				■通期業績見通し ツウキ ギョウセキ ミトオ

																（百万円） ヒャクマンエン

								2021年3月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2021年3月期
（i-Learning除く） ネン ガツ キ ノゾ				2022年3月期
通期業績予想 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ヨソウ		対前期比 タイ ゼンキ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				60,042		58,463				58,500		-2.6%



				営業利益 エイギョウ リエキ				2,603		2,670				2,800		+7.6%

								4.3%		4.6%				4.8%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,726		2,784				2,850		+4.5%

								4.5%		4.8%				4.9%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,931		1,982				1,900		-1.6%

				(親会社株主に帰属
　する当期純利益) トウキ				3.2%		3.4%				3.2%





配当



						2017年3月期 ネン ガツ キ		2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期 ネン ガツ キ		2021年3月期 ネン ガツ キ		2022年3月期
（予想） ネン ガツ キ ヨソウ

				中間配当 チュウカン ハイトウ		13.5		16.0		18.0		25.0		26.0		26.0

				期末配当 キマツ ハイトウ		13.5		16.0		18.0		25.0		24.0		26.0

				記念配当 キネン ハイトウ						10.0

				配当性向 ハイトウ セイコウ		35.9%		45.2%		43.2%		41.7%		41.6%		44.1%





































中間配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	16	18	25	26	26	期末配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	16	18	25	24	26	記念配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	10	配当性向	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	0.45200000000000001	0.432	0.41699999999999998	0.41599999999999998	0.441	











フォーカス売上利益

																																																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021年3月期 ネン ガツ キ																		2022年
3月期 ネン ガツ キ				2022年3月期 ネン ガツキ																																																		9/29現在 ゲンザイ

										１Ｑ		２Ｑ		上半期 カミハンキ		３Ｑ		３Ｑ累計 ルイケイ		４Ｑ		２Ｈ		年間 ネンカン				予算 ヨサン				１Ｑ実績 ジッセキ						２Ｑ見通し ミトオ						上半期見通し カミハンキ ミトオ						３Ｑ見通し						３Ｑ累計見通し ルイケイ						４Ｑ見通し						２Ｈ見通し						年間見通し ネンカン

										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ										対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン



		超高速開発 チョウコウソクカイハツ		JBCC		売上高 ウリアゲ ダカ				763		766		1,528		844		2,373		1,011		1,855		3,383				6,875				1,229		17.9%		+61.2%		1,380		20.1%		+80.3%		2,610		38.0%		+70.7%		1,690		24.6%		+100.3%		4,300		62.5%		+131.9%		1,795		26.1%		+77.7%		3,486		50.7%		+88.0%		6,096		88.7%		+80.2%

						総利益 ソウリエキ				312		317		629		308		937		389		697		1,326				2,779				475		17.1%		+52.2%		565		20.3%		+78.0%		1,039		37.4%		+65.2%		649		23.3%		+110.6%		1,688		60.7%		+142.2%		668		24.0%		+71.7%		1,316		47.4%		+88.9%		2,356		84.8%		+77.7%

						％				40.9%		41.4%		41.2%		36.5%		39.5%		38.5%		37.6%		39.2%				40.4%				38.6%						40.9%						39.8%						38.4%						39.3%						37.2%						37.8%						38.7%

				CIS		売上高 ウリアゲ ダカ				83		56		139		76		215		77		152		291				374				52		13.8%		-37.8%		55		14.6%		-3.0%		106		28.4%		-23.7%		49		13.0%		-36.0%		155		41.3%		+1.5%		44		11.8%		-42.5%		92		24.7%		-39.3%		199		53.1%		-31.8%

						総利益 ソウリエキ				33		14		47		32		79		31		63		110				158				21		13.2%		-37.4%		21		13.3%		+54.7%		42		26.5%		-10.7%		18		11.4%		-43.5%		60		37.9%		-5.1%		14		8.6%		-56.1%		32		20.1%		-49.7%		74		46.5%		-33.1%

						％				40.2%		24.2%		33.7%		42.3%		36.8%		40.8%		41.5%		37.8%				42.4%				40.5%						38.6%						39.5%						37.3%						38.8%						31.1%						34.4%						37.1%

				SOLNET		売上高 ウリアゲ ダカ				129		81		210		59		268		74		133		342				402				92		22.9%		-28.5%		96		23.8%		+18.4%		188		46.7%		-10.4%		98		24.3%		+66.1%		285		71.0%		+115.0%		91		22.7%		+23.2%		189		46.9%		+42.2%		376		93.7%		+10.0%

						総利益 ソウリエキ				49		28		78		17		94		23		40		118				142				32		22.5%		-35.3%		29		20.4%		+3.2%		61		42.9%		-21.3%		32		22.4%		+90.4%		93		65.3%		+131.3%		28		19.8%		+20.1%		60		42.2%		+49.4%		121		85.1%		+2.8%

						％				38.4%		34.8%		37.0%		28.4%		35.1%		31.6%		30.2%		34.4%				35.3%				34.7%						30.3%						32.5%						32.6%						32.5%						30.8%						31.7%						32.1%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				974		903		1,877		979		2,856		1,161		2,140		4,017				7,651				1,373		17.9%		+40.9%		1,531		20.0%		+69.5%		2,904		37.9%		+54.7%		1,837		24.0%		+87.7%		4,740		62.0%		+121.5%		1,931		25.2%		+66.3%		3,767		49.2%		+76.1%		6,671		87.2%		+66.1%				超高速開発 チョウコウソク カイハツ		1,877		超高速開発 チョウコウソク カイハツ		2,869		←実績 ジッセキ

						総利益 ソウリエキ				395		359		754		357		1,110		444		800		1,554				3,079				528		17.1%		+33.7%		615		20.0%		+71.3%		1,142		37.1%		+51.6%		699		22.7%		+95.8%		1,841		59.8%		+130.0%		710		23.0%		+60.0%		1,408		45.7%		+75.9%		2,551		82.8%		+64.1%				SI全体 ゼンタイ		7,488		SI全体 ゼンタイ		7,621		←実績 ジッセキ

						％				40.5%		39.8%		40.1%		36.5%		38.9%		38.2%		37.4%		38.7%				40.2%				38.4%						40.2%						39.3%						38.0%						38.8%						36.8%						37.4%						38.2%								それ以外 イガイ		5,610		それ以外 イガイ		4,752		←実績 ジッセキ

		SI全体売上高 ゼンタイ ウリアゲ ダカ								4,233		4,113		8,346														15,900				3,681						3,900						7,581

		SI全体に占める売上高割合 ゼンタイ シ ウリアゲ ダカ ワリアイ								23%		22%		22%														48%				37%						39%						38%



		クラウド		JBCC		売上高 ウリアゲ ダカ				411		447		858		507		1,366		571		1,079		1,937				2,780				634		22.8%		+54.2%		708		25.5%		+58.3%		1,342		48.3%		+56.4%		762		27.4%		+50.2%		2,104		75.7%		+95.1%		807		29.0%		+41.3%		1,569		56.4%		+45.5%		2,911		104.7%		+50.3%

						総利益 ソウリエキ				58		128		186		141		327		95		236		422				919				160		17.4%		+176.2%		174		19.0%		+35.7%		335		36.4%		+79.4%		197		21.4%		+39.8%		532		57.8%		+125.4%		204		22.2%		+115.1%		401		43.7%		+70.1%		736		80.1%		+74.2%

						％				14.1%		28.7%		21.7%		27.8%		24.0%		16.6%		21.9%		21.8%				33.1%				25.3%						24.6%						24.9%						25.9%						25.3%						25.3%						25.6%						25.3%

				CIS		売上高 ウリアゲ ダカ				5		3		8		8		16		5		13		22				48				11		21.9%		+110.1%		11		22.5%		+231.0%		21		44.4%		+157.8%		11		22.1%		+29.9%		32		66.5%		+137.3%		9		19.1%		+73.1%		20		41.2%		+46.9%		41		85.6%		+89.1%

						総利益 ソウリエキ				1		0		1		1		2		1		2		3				13				2		18.9%		+249.0%		3		21.0%		+561.8%		5		39.9%		+364.7%		2		18.7%		+139.3%		7		58.6%		+234.1%		2		12.9%		+33.3%		4		31.7%		+80.6%		9		71.5%		+173.9%

						％				13.7%		12.3%		13.2%		12.1%		12.7%		23.3%		16.5%		15.3%				26.5%				22.8%						24.7%						23.7%						22.4%						23.3%						18.0%						20.3%						22.1%

				SOLNET		売上高 ウリアゲ ダカ				22		37		59		41		99		28		69		128				103				13		13.0%		-39.2%		16		15.1%		-57.4%		29		28.1%		-50.6%		25		24.4%		-38.2%		54		52.5%		-21.4%		27		26.6%		-2.9%		53		51.0%		-23.8%		82		79.1%		-36.1%

						総利益 ソウリエキ				5		9		14		11		25		7		18		32				25				3		12.8%		-32.7%		4		16.6%		-54.0%		7		29.4%		-46.6%		5		21.3%		-51.6%		13		50.7%		-28.7%		8		29.8%		+9.8%		13		51.1%		-28.2%		20		80.6%		-36.2%

						％				22.0%		25.0%		23.9%		27.5%		25.3%		24.5%		26.2%		25.2%				24.6%				24.4%						27.0%						25.8%						21.5%						23.8%						27.7%						24.7%						25.1%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				438		487		925		556		1,482		605		1,161		2,086				2,931				658		22.5%		+50.2%		734		25.0%		+50.8%		1,392		47.5%		+50.5%		798		27.2%		+43.4%		2,190		74.7%		+88.7%		844		28.8%		+39.5%		1,641		56.0%		+41.4%		3,034		103.5%		+45.4%

						総利益 ソウリエキ				64		138		202		153		355		103		256		458				957				166		17.3%		+161.1%		181		18.9%		+31.2%		347		36.3%		+72.2%		205		21.4%		+33.8%		552		57.7%		+115.5%		213		22.3%		+107.0%		418		43.7%		+63.2%		765		80.0%		+67.2%

						％				14.5%		28.3%		21.8%		27.5%		23.9%		17.0%		22.1%		21.9%				32.7%				25.2%						24.7%						24.9%						25.7%						25.2%						25.3%						25.5%						25.2%



		セキュリティ		JBCC		売上高 ウリアゲ ダカ				779		814		1,593		845		2,438		898		1,743		3,336				3,611				910		25.2%		+16.8%		918		25.4%		+12.8%		1,828		50.6%		+14.7%		743		20.6%		-12.0%		2,571		71.2%		+47.5%		636		17.6%		-29.3%		1,379		38.2%		-20.9%		3,206		88.8%		-3.9%

						総利益 ソウリエキ				288		292		579		299		878		302		600		1,179				1,306				330		25.2%		+14.6%		347		26.6%		+19.1%		677		51.8%		+16.9%		274		21.0%		-8.3%		951		72.8%		+58.3%		230		17.6%		-23.8%		504		38.6%		-16.1%		1,180		90.4%		+0.1%

						％				36.9%		35.8%		36.3%		35.4%		36.0%		33.6%		34.4%		35.4%				36.2%				36.2%						37.8%						37.0%						36.9%						37.0%						36.2%						36.5%						36.8%

				JBS		売上高 ウリアゲ ダカ				190		200		390		209		599		370		579		969				1,192				219		18.4%		+15.0%		263		22.1%		+31.7%		482		40.4%		+23.6%		267		22.4%		+27.7%		748		62.8%		+29.2%		300		25.2%		-19.0%		567		47.5%		-2.1%		1,049		88.0%		+8.2%

						総利益 ソウリエキ				71		73		144		88		232		142		231		375				438				84		19.2%		+18.3%		105		24.0%		+43.8%		189		43.1%		+31.2%		124		28.4%		+41.0%		313		71.5%		+35.9%		120		27.5%		-15.4%		245		55.9%		+6.2%		434		99.0%		+15.8%

						％				37.3%		36.6%		36.9%		42.3%		38.8%		38.5%		39.8%		38.7%				36.8%				38.3%						40.0%						39.2%						46.7%						41.9%						40.1%						43.2%						41.4%

				CIS		売上高 ウリアゲ ダカ				29		43		72		100		173		85		185		257				375				214		57.0%		+625.2%		67		17.8%		+56.6%		281		74.8%		+289.1%		102		27.2%		+1.3%		382		102.0%		+106.5%		120		31.9%		+41.4%		222		59.1%		+19.7%		502		133.9%		+95.2%

						総利益 ソウリエキ				9		16		25		18		43		30		49		73				96				55		57.4%		+527.8%		23		23.5%		+41.9%		78		80.9%		+214.7%		24		24.6%		+28.6%		101		105.5%		+108.1%		31		32.3%		+2.3%		55		56.9%		+12.2%		133		137.8%		+80.4%

						％				29.8%		37.4%		34.3%		18.3%		25.0%		35.9%		26.3%		28.6%				25.7%				25.8%						33.9%						27.7%						23.2%						26.5%						25.9%						24.7%						26.4%

				SOLNET		売上高 ウリアゲ ダカ				27		23		50		38		88		64		102		152				197				47		23.9%		+74.1%		62		31.4%		+173.0%		109		55.3%		+119.2%		32		16.5%		-15.8%		141		71.7%		+38.4%		52		26.6%		-17.6%		85		43.0%		-16.9%		194		98.3%		+27.7%

						総利益 ソウリエキ				7		7		13		12		25		19		31		45				63				14		23.0%		+120.5%		20		32.0%		+201.9%		35		55.0%		+161.4%		12		19.6%		+2.5%		47		74.7%		+49.1%		11		18.0%		-41.8%		24		37.6%		-24.9%		58		92.7%		+30.3%

						％				24.4%		29.4%		26.7%		31.3%		28.7%		30.6%		30.9%		29.5%				31.9%				30.8%						32.5%						31.8%						38.0%						33.2%						21.6%						27.9%						30.1%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				432		459		891		507		1,398		552		1,060		1,950				5,375				567		10.6%		+31.3%		637		11.9%		+39.0%		1,205		22.4%		+35.3%		1,144		21.3%		+125.5%		3,843		71.5%		+262.6%		1,108		20.6%		+100.6%		2,252		41.9%		+112.5%		4,951		92.1%		+153.8%

						総利益 ソウリエキ				154		167		321		185		506		204		389		710				1,903				201		10.6%		+30.6%		251		13.2%		+50.7%		453		23.8%		+41.0%		434		22.8%		+134.8%		1,412		74.2%		+262.9%		393		20.6%		+92.3%		827		43.5%		+112.5%		1,805		94.8%		+154.2%

						％				35.7%		36.3%		36.0%		36.5%		36.2%		37.0%		36.7%		36.4%				35.4%				35.5%						39.4%						37.6%						38.0%						36.8%						35.4%						36.7%						36.5%



		Qanat Universe		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				4		6		10																		8				+111.8%		9				+61.5%		17				+81.3%				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						総利益 ソウリエキ				(11)		(13)		(24)																		4				-139.1%		3				-122.2%		7				-130.0%				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						％				-291.4%		-224.1%		-250.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				53.8%						30.9%						41.4%						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!





超高速開発	それ以外	1877.2017110000006	5610.4702890000008	
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フォーカス受注確保高

																																																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021年3月期 ネン ガツ キ																		2022年
3月期 ネン ガツ キ				2022年3月期 ネン ガツ キ

										１Ｑ		２Ｑ		上半期 カミハンキ		３Ｑ		３Ｑ累計 ルイケイ		４Ｑ		２Ｈ		年間 ネンカン				予算 ヨサン				１Ｑ実績 ジッセキ						２Ｑ見通し ミトオ						上半期見通し カミハンキ						３Ｑ見通し						３Ｑ累計見通し ルイケイ						４Ｑ見通し						２Ｈ見通し						年間見通し ネンカン										見通し　A+B+C ミトオ										見通し　Cランク ミトオ								9/29現在 ゲンザイ

																																		対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン						２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		年間 ネンカン				２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		年間 ネンカン



		超高速開発 チョウコウソクカイハツ		受注高 ジュチュウ ダカ		JBCC				748		854		1,602		606		2,208		919		1,525		3,127				7,275				1,183		16.3%		+58.2%		1,510		20.8%		+76.8%		2,693		37.0%		+68.1%		2,121		29.2%		+250.1%		4,814		66.2%		+118.0%		1,955		26.9%		+112.7%		4,076		56.0%		+167.3%		6,769		93.0%		+116.5%						2,056		6,154		6,495		15,887				546		4,032		4,540		9,118

						CIS				78		44		123		72		195		82		154		277				394				70		17.7%		-10.6%		57		14.3%		+27.0%		126		32.1%		+3.0%		51		13.0%		-29.5%		177		45.0%		-9.0%		29		7.4%		-64.1%		80		20.4%		-47.9%		207		52.5%		-25.3%						57		80		33		240				0		29		4		33

						SOLNET				28		55		83		83		165		107		190		273				402				118		29.3%		+321.9%		116		28.9%		+112.3%		234		58.2%		+183.1%		67		16.6%		-19.1%		301		74.8%		+82.0%		101		25.1%		-6.1%		168		41.7%		-11.8%		402		99.9%		+47.3%						116		235		517		986				0		168		416		585

						合計 ゴウケイ				854		953		1,807		761		2,568		1,108		1,869		3,676				8,071				1,371		17.0%		+60.5%		1,682		20.8%		+76.5%		3,053		37.8%		+68.9%		2,239		27.7%		+194.2%		5,292		65.6%		+106.1%		2,085		25.8%		+88.1%		4,324		53.6%		+131.3%		7,377		91.4%		+100.7%						2,229		6,468		7,045		17,113				546		4,229		4,960		9,736



		クラウド		新規確保高 シンキ カクホダカ		JBCC				14		22		36		23		59		18		41		77				100				30		30.3%		+110.1%		33		32.5%		+49.8%		63		62.8%		+73.9%		26		26.4%		+16.4%		89		89.2%		+51.7%		12		12.4%		-32.8%		39		38.8%		-5.7%		102		101.6%		+31.5%						52		126		88		295				19		99		76		194

						CIS				0		0		0		0		0		1		1		1				6				1		9.2%		+239.8%		1		10.2%		+7927.2%		1		19.3%		+584.4%		0		0.0%		-100.0%		1		19.3%		+350.5%		0		3.7%		-67.2%		0		3.7%		-71.0%		1		23.0%		+48.5%						1		1		0		2				0		1		0		1

						SOLNET				0		0		0		0		1		0		0		1				7				1		11.4%		+215.4%		3		42.6%		- 		4		54.0%		+1393.7%		1		16.6%		+140.0%		5		70.5%		+570.9%		0		3.2%		- 		1		19.8%		+186.5%		5		73.8%		+601.5%						3		3		1		8				0		2		1		3

						合計 ゴウケイ				15		22		37		23		60		19		42		79				113				32		28.0%		+113.3%		36		32.0%		+66.2%		68		60.0%		+85.3%		28		24.4%		+18.5%		95		84.5%		+59.3%		13		11.4%		-32.8%		40		35.8%		-4.6%		108		95.8%		+37.0%						55		129		90		305				19		101		77		197



		セキュリティ		新規確保高 シンキ カクホダカ		JBCC				9		11		21		11		32		7		17		38				55				17		31.7%		+86.5%		19		34.6%		+66.0%		36		66.3%		+75.2%		14		25.2%		+29.7%		50		91.5%		+59.8%		8		14.6%		+18.8%		22		39.8%		+25.5%		58		106.1%		+52.5%						31		88		44		181				12		74		36		123

						JBS				7		0		7		2		9		1		4		11				18				5		25.2%		-34.8%		7		37.8%		+7787.4%		11		63.0%		+61.0%		3		16.2%		+37.9%		14		79.2%		+55.7%		2		12.8%		+54.6%		5		29.0%		+44.8%		17		92.0%		+55.5%						7		8		9		28				0		5		6		11

						CIS				0		0		0		0		1		0		0		1				3				0		13.2%		+97.9%		0		8.5%		+713.7%		1		21.7%		+181.4%		0		0.0%		-100.0%		1		21.7%		+6.7%		1		19.5%		+840.5%		1		19.5%		+32.7%		1		41.2%		+83.9%						0		0		1		2				0		0		0		0

						SOLNET				0		0		0		0		0		0		0		0				4				1		14.8%		+746.8%		1		29.0%		+1016.3%		2		43.8%		+907.9%		0		1.6%		-63.7%		2		45.5%		+415.2%		0		1.4%		-62.1%		0		3.0%		-63.0%		2		46.8%		+276.3%						1		1		1		3				0		1		1		1

						合計 ゴウケイ				17		12		28		13		42		8		22		50				80				23		28.7%		+38.5%		27		34.1%		+133.2%		50		62.8%		+77.7%		17		21.1%		+26.1%		67		83.8%		+61.1%		11		13.7%		+29.7%		28		34.8%		+27.5%		78		97.5%		+55.8%						39		97		54		213				12		80		43		135



		Qanat Universe 		契約本数 ケイヤク ホンスウ		JBCC				0		5		5		4		9		7		11		16				260				10		3.8%		- 		26		10.0%		- 		36		13.8%		- 		13		5.0%		- 		49		18.8%		- 		4		1.5%		- 		17		6.5%		- 		53		20.4%		- 						26		92		26		154				0		79		22		101

						JBAT				11		13		24		33		57		35		68		92				1,100				54		4.9%		- 		74		6.7%		- 		128		11.6%		- 		149		13.5%		- 		277		25.2%		- 		154		14.0%		- 		303		27.5%		- 		431		39.2%		- 						76		170		158		458				2		21		4		27

						CIS				0		0		0		0		0		0		0		0				20				0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 						0		0		0		0				0		0		0		0

						SOLNET				0		0		0		0		0		0		0		0				20				0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		1		5.0%		- 		1		5.0%		- 		1		5.0%		- 		2		10.0%		- 		2		10.0%		- 						1		4		4		9				1		3		3		7

						合計 ゴウケイ		5		11		18		29		37		66		42		79		108				1,400				64		4.6%		- 		100		7.1%		- 		164		11.7%		- 		163		11.6%		- 		327		23.4%		- 		159		11.4%		- 		322		23.0%		- 		486		34.7%		- 						103		266		188		621				3		103		29		135









フォーカス売上利益グラフ



		■重点事業分野HARMONIZE 分野別売上伸長状況 ジュウテン ジギョウ ブンヤ ブンヤ ベツ ウリアゲ シンチョウ ジョウキョウ



		売上高 ウリアゲ ダカ				（百万円） ヒャクマンエン

				2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		前年比 ゼンネン ヒ

		超高速開発 チョウコウソク カイハツ		1,877		2,904		54.7%

		クラウド		925		1,392		50.5%

		セキュリティ		891		1,205		35.3%



				2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ

		クラウド連携 レンケイ		10		17		81.3%



				2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ

		全体 ゼンタイ		3,703		5,518



2021年3月期 上半期	超高速開発	クラウド	セキュリティ	1877.2017110000006	925.19347400000026	890.6	2022年3月期 上半期	超高速開発	クラウド	セキュリティ	2903.5030219999999	1392.4102890000004	1204.7707169999958	







2021年3月期 上半期	クラウド連携	9.5970639999999996	2022年3月期 上半期	クラウド連携	17.399971999999998	







フォーカス売上利益グラフ (連結)



		■重点事業分野HARMONIZE 進捗状況（全体） ジュウテン ジギョウ ブンヤ シンチョク ジョウキョウ ゼンタイ



		売上高 ウリアゲ ダカ				（百万円） ヒャクマンエン

				売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		連結売上 レンケツ ウリアゲ		占める割合 シ ワリアイ		連結粗利 レンケツ アラリ		占める割合 シ ワリアイ

		2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		3,703		1,817		30,155		12.3%		8,485		21.4%



		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		5,518		2,475		27,571		20.0%		8,429		29.4%

				49.0%		36.2%















売上高	2021年3月期 上半期	2022年3月期 上半期	3702.5922490000007	5518.0839999999962	売上総利益	2021年3月期 上半期	2022年3月期 上半期	1817	2475.1999999999998	











（百万円）

2021年3月期
上半期

2022年3月期
上半期

対前年
同期比

[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く)

情報ソリューション 売上 28,977        26,587        -8.2% -4.9%

売上総利益 8,112         7,845         -3.3% -0.2%
% 28.0% 29.5%

SI 売上 7,487         6,970         -6.9% N/A
売上総利益 2,274         2,375         +4.4% N/A
% 30.4% 34.1%

サービス 売上 12,946        12,969        +0.2% +8.8%
売上総利益 3,881         4,012         +3.4% +10.5%
% 30.0% 30.9%

システム 売上 8,543         6,648         -22.2% N/A
売上総利益 1,955         1,457         -25.5% N/A
% 22.9% 21.9%

製品開発製造 売上 1,177         983            -16.5% N/A

売上総利益 623            582            -6.6% N/A
% 52.9% 59.2%

合計 売上 30,155        27,571        -8.6% -5.3%

売上総利益 8,735         8,427         -3.5% -0.7%
% 29.0% 30.6%

6

事業分野別の状況

Copyright (C) JBCC Holdings Inc. All rights reserved.

※ サービス分野に含まれるi-Learningの株式を2021年3月31日付にて譲渡（連結外に）


事業概況

				※数値は監査前ベース																						※数値は監査前ベース

				■上半期　業績概況（計算用）																						■上半期　業績概況（表記用）

																		（百万円）				（百万円）																		（百万円）

								2021年3月期
上半期		2022年3月期
上半期		対前年
同期比				2022年3月期
上半期
業績予想		進捗率		通期業績予想		進捗率								2021年3月期
上半期		2022年3月期
上半期		対前年
同期比				2022年3月期
上半期
業績予想		進捗率



				売上高				30,155		27,571		-8.6%				28,500		96.7%		58,500		47.1%				売上高				30,155		27,571		-8.6%				28,500		96.7%

				営業利益				1,437		1,669		+16.1%				1,350		123.6%		2,800		59.6%				営業利益				1,436		1,668		+16.1%				1,350		123.6%

								4.8%		6.1%						4.7%				4.8%										4.8%		6.1%						4.7%

				経常利益				1,484		1,779		+19.9%				1,370		129.8%		2,850		62.4%				経常利益				1,483		1,778		+19.9%				1,370		129.8%

								4.9%		6.5%						4.8%				4.9%										4.9%		6.5%						4.8%

				当期純利益				979		1,257		+28.4%				930		135.1%		1,900		66.2%				当期純利益				979		1,256		+28.4%				930		135.1%

				（親会社株主に帰属
　する当期純利益）				3.2%		4.6%						3.3%				3.2%						（親会社株主に帰属
　する当期純利益）				3.2%		4.6%						3.3%





事業分野別の状況(組替版)

				※数値は監査前ベース																		※数値は監査前ベース

				■事業分野別の状況（計算用）																		■事業分野別の状況（表記用）

																		（百万円）																		（百万円）

										2021年3月期
上半期		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く)		2022年3月期
上半期		対前年
同期比		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く)										2021年3月期
上半期		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く)		2022年3月期
上半期		対前年
同期比		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く)

				情報ソリューション				売上		28,978		27,950		26,588		-8.2%		-4.9%				情報ソリューション				売上		28,977		27,950		26,587		-8.2%		-4.9%

								売上総利益		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%								売上総利益		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%

								%		28.0%		28.1%		29.5%												%		28.0%		28.1%		29.5%

						SI		売上		7,488		7,488		6,970		-6.9%		N/A						SI		売上		7,487		7,487		6,970		-6.9%		N/A

								売上総利益		2,275		2,275		2,376		+4.4%		N/A								売上総利益		2,274		2,274		2,375		+4.4%		N/A

								%		30.4%		30.4%		34.1%												%		30.4%		30.4%		34.1%

						サービス		売上		12,946		11,919		12,969		+0.2%		+8.8%						サービス		売上		12,946		11,918		12,969		+0.2%		+8.8%

								売上総利益		3,882		3,631		4,012		+3.4%		+10.5%								売上総利益		3,881		3,630		4,012		+3.4%		+10.5%

								%		30.0%		30.5%		30.9%												%		30.0%		30.5%		30.9%

						システム		売上		8,544		8,544		6,648		-22.2%		N/A						システム		売上		8,543		8,543		6,648		-22.2%		N/A

								売上総利益		1,956		1,956		1,457		-25.5%		N/A								売上総利益		1,955		1,955		1,457		-25.5%		N/A

								%		22.9%		22.9%		21.9%												%		22.9%		22.9%		21.9%

				製品開発製造				売上		1,178		1,178		984		-16.5%		N/A				製品開発製造				売上		1,177		1,177		983		-16.5%		N/A

								売上総利益		623		623		582		-6.6%		N/A								売上総利益		623		623		582		-6.6%		N/A

								%		52.9%		52.9%		59.2%												%		52.9%		52.9%		59.2%

				合計				売上		30,155		29,128		27,571		-8.6%		-5.3%				合計				売上		30,155		29,127		27,571		-8.6%		-5.3%

								売上総利益		8,736		8,485		8,428		-3.5%		-0.7%								売上総利益		8,735		8,485		8,427		-3.5%		-0.7%

								%		29.0%		29.1%		30.6%												%		29.0%		29.1%		30.6%



												※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む																		※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む

												IL売上/粗利																		IL売上/粗利

												1,027																		1,027

												250																		250





事業分野別の状況(組替しない案)

				※数値は監査ベース																		※数値は監査ベース

				■事業分野別の状況（計算用）																		■事業分野別の状況（表記用）

																		（百万円）																		（百万円）

										2021年3月期
上半期		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く)		2022年3月期
上半期		対前年
同期比		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く)										2021年3月期
上半期		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く)		2022年3月期
上半期		対前年
同期比		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く)

				情報ソリューション				売上		28,978		27,950		26,692		-7.9%		-4.5%				情報ソリューション				売上		28,977		27,950		26,692		-7.9%		-4.5%

								売上総利益		8,112		7,862		7,889		-2.8%		+0.3%								売上総利益		8,112		7,862		7,889		-2.8%		+0.3%

								%		28.0%		28.1%		29.6%												%		28.0%		28.1%		29.6%

						SI		売上		8,346		8,346		7,581		-9.2%		N/A						SI		売上		8,345		8,345		7,581		-9.2%		N/A

								売上総利益		2,484		2,484		2,403		-3.3%		N/A								売上総利益		2,484		2,484		2,403		-3.3%		N/A

								%		29.8%		29.8%		31.7%												%		29.8%		29.8%		31.7%

						サービス		売上		12,088		11,061		12,933		+7.0%		+16.9%						サービス		売上		12,088		11,060		12,933		+7.0%		+16.9%

								売上総利益		3,672		3,422		4,055		+10.4%		+18.5%								売上総利益		3,672		3,421		4,055		+10.4%		+18.5%

								%		30.4%		30.9%		31.4%												%		30.4%		30.9%		31.4%

						システム		売上		8,544		8,544		6,178		-27.7%		N/A						システム		売上		8,543		8,543		6,178		-27.7%		N/A

								売上総利益		1,956		1,956		1,431		-26.8%		N/A								売上総利益		1,955		1,955		1,431		-26.8%		N/A

								%		22.9%		22.9%		23.2%												%		22.9%		22.9%		23.2%

				製品開発製造				売上		1,178		1,178		966		-18.0%		N/A				製品開発製造				売上		1,177		1,177		966		-18.0%		N/A

								売上総利益		623		623		566		-9.2%		N/A								売上総利益		623		623		566		-9.1%		N/A

								%		52.9%		52.9%		58.6%												%		52.9%		52.9%		58.6%

				合計				売上		30,155		29,128		27,657		-8.3%		-5.0%				合計				売上		30,155		29,127		27,657		-8.3%		-5.0%

								売上総利益		8,736		8,485		8,455		-3.2%		-0.4%								売上総利益		8,735		8,485		8,455		-3.2%		-0.4%

								%		29.0%		29.1%		30.6%												%		29.0%		29.1%		30.6%



												※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む																		※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む

												IL売上/粗利																		IL売上/粗利

												1,027																		1,027

												250																		250





キャッシュ・フローの状況



										（百万円）

						2021年3月期
上半期		2022年3月期
上半期		キャッシュ・フローの主要要因

				営業活動によるキャッシュ・フロー		267

				投資活動によるキャッシュ・フロー		-543

				財務活動によるキャッシュ・フロー		-485





主な経営指標



				■主な経営指標



						2021年3月期
上半期		2022年3月期
上半期		対前年
同期比

				売上高総利益率		29.0%		30.6%		+1.6%pt

				売上高営業利益率		4.8%		6.1%		+1.3%pt

				1株当たり当期純利益（円）		66.4		77.9		+1147.0%pt				←経理資料の「212Q‗平均株式.xlsx」参照

				フリーキャッシュ・フロー（百万円）		-276

				1株当たり配当金（円）		26		26		+0.0%pt

								※ フリーキャッシュ・フロー ＝ 営業活動によるキャッシュ・フロー ＋ 投資活動によるキャッシュ・フロー













業績見通し(IL丁寧)



				■通期業績見通し

																（百万円）

								2021年3月期
実績		2021年3月期
（i-Learning除く）				2022年3月期
通期業績予想		対前期比



				売上高				60,042		58,463				58,500		-2.6%

				(i-Learning除く)				(58,463)								(+0.1%)

				営業利益				2,603		2,670				2,800		+7.6%

								4.3%		4.6%				4.8%

				経常利益				2,726		2,784				2,850		+4.5%

								4.5%		4.8%				4.9%

				当期純利益				1,931		1,982				1,900		-1.6%

				(親会社株主に帰属
　する当期純利益)				3.2%		3.4%				3.2%





業績見通し(シンプル)



				■通期業績見通し

																（百万円）

								2021年3月期
実績		2021年3月期
（i-Learning除く）				2022年3月期
通期業績予想		対前期比



				売上高				60,042		58,463				58,500		-2.6%



				営業利益				2,603		2,670				2,800		+7.6%

								4.3%		4.6%				4.8%

				経常利益				2,726		2,784				2,850		+4.5%

								4.5%		4.8%				4.9%

				当期純利益				1,931		1,982				1,900		-1.6%

				(親会社株主に帰属
　する当期純利益)				3.2%		3.4%				3.2%





配当



						2017年3月期		2018年3月期		2019年3月期		2020年3月期		2021年3月期		2022年3月期
（予想）

				中間配当		13.5		16.0		18.0		25.0		26.0		26.0

				期末配当		13.5		16.0		18.0		25.0		24.0		26.0

				記念配当						10.0

				配当性向		35.9%		45.2%		43.2%		41.7%		41.6%		44.1%





































中間配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	16	18	25	26	26	期末配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	16	18	25	24	26	記念配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	10	配当性向	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	0.45200000000000001	0.432	0.41699999999999998	0.41599999999999998	0.441	











フォーカス売上利益

																																																（単位：百万円）

										2021年3月期																		2022年
3月期				2022年3月期																																																		9/29現在

										１Ｑ		２Ｑ		上半期		３Ｑ		３Ｑ累計		４Ｑ		２Ｈ		年間				予算				１Ｑ実績						２Ｑ見通し						上半期見通し						３Ｑ見通し						３Ｑ累計見通し						４Ｑ見通し						２Ｈ見通し						年間見通し

										実績		実績		実績		実績		実績		実績		実績		実績										対予算		対前年				対予算		対前年				対予算		対前年				対予算		対前年				対予算		対前年				対予算		対前年				対予算		対前年				対予算		対前年



		超高速開発		JBCC		売上高				763		766		1,528		844		2,373		1,011		1,855		3,383				6,875				1,229		17.9%		+61.2%		1,380		20.1%		+80.3%		2,610		38.0%		+70.7%		1,690		24.6%		+100.3%		4,300		62.5%		+131.9%		1,795		26.1%		+77.7%		3,486		50.7%		+88.0%		6,096		88.7%		+80.2%

						総利益				312		317		629		308		937		389		697		1,326				2,779				475		17.1%		+52.2%		565		20.3%		+78.0%		1,039		37.4%		+65.2%		649		23.3%		+110.6%		1,688		60.7%		+142.2%		668		24.0%		+71.7%		1,316		47.4%		+88.9%		2,356		84.8%		+77.7%

						％				40.9%		41.4%		41.2%		36.5%		39.5%		38.5%		37.6%		39.2%				40.4%				38.6%						40.9%						39.8%						38.4%						39.3%						37.2%						37.8%						38.7%

				CIS		売上高				83		56		139		76		215		77		152		291				374				52		13.8%		-37.8%		55		14.6%		-3.0%		106		28.4%		-23.7%		49		13.0%		-36.0%		155		41.3%		+1.5%		44		11.8%		-42.5%		92		24.7%		-39.3%		199		53.1%		-31.8%

						総利益				33		14		47		32		79		31		63		110				158				21		13.2%		-37.4%		21		13.3%		+54.7%		42		26.5%		-10.7%		18		11.4%		-43.5%		60		37.9%		-5.1%		14		8.6%		-56.1%		32		20.1%		-49.7%		74		46.5%		-33.1%

						％				40.2%		24.2%		33.7%		42.3%		36.8%		40.8%		41.5%		37.8%				42.4%				40.5%						38.6%						39.5%						37.3%						38.8%						31.1%						34.4%						37.1%

				SOLNET		売上高				129		81		210		59		268		74		133		342				402				92		22.9%		-28.5%		96		23.8%		+18.4%		188		46.7%		-10.4%		98		24.3%		+66.1%		285		71.0%		+115.0%		91		22.7%		+23.2%		189		46.9%		+42.2%		376		93.7%		+10.0%

						総利益				49		28		78		17		94		23		40		118				142				32		22.5%		-35.3%		29		20.4%		+3.2%		61		42.9%		-21.3%		32		22.4%		+90.4%		93		65.3%		+131.3%		28		19.8%		+20.1%		60		42.2%		+49.4%		121		85.1%		+2.8%

						％				38.4%		34.8%		37.0%		28.4%		35.1%		31.6%		30.2%		34.4%				35.3%				34.7%						30.3%						32.5%						32.6%						32.5%						30.8%						31.7%						32.1%

				合計		売上高				974		903		1,877		979		2,856		1,161		2,140		4,017				7,651				1,373		17.9%		+40.9%		1,531		20.0%		+69.5%		2,904		37.9%		+54.7%		1,837		24.0%		+87.7%		4,740		62.0%		+121.5%		1,931		25.2%		+66.3%		3,767		49.2%		+76.1%		6,671		87.2%		+66.1%				超高速開発		1,877		超高速開発		2,869		←実績

						総利益				395		359		754		357		1,110		444		800		1,554				3,079				528		17.1%		+33.7%		615		20.0%		+71.3%		1,142		37.1%		+51.6%		699		22.7%		+95.8%		1,841		59.8%		+130.0%		710		23.0%		+60.0%		1,408		45.7%		+75.9%		2,551		82.8%		+64.1%				SI全体		7,488		SI全体		7,621		←実績

						％				40.5%		39.8%		40.1%		36.5%		38.9%		38.2%		37.4%		38.7%				40.2%				38.4%						40.2%						39.3%						38.0%						38.8%						36.8%						37.4%						38.2%								それ以外		5,610		それ以外		4,752		←実績

		SI全体売上高								4,233		4,113		8,346														15,900				3,681						3,900						7,581

		SI全体に占める売上高割合								23%		22%		22%														48%				37%						39%						38%



		クラウド		JBCC		売上高				411		447		858		507		1,366		571		1,079		1,937				2,780				634		22.8%		+54.2%		708		25.5%		+58.3%		1,342		48.3%		+56.4%		762		27.4%		+50.2%		2,104		75.7%		+95.1%		807		29.0%		+41.3%		1,569		56.4%		+45.5%		2,911		104.7%		+50.3%

						総利益				58		128		186		141		327		95		236		422				919				160		17.4%		+176.2%		174		19.0%		+35.7%		335		36.4%		+79.4%		197		21.4%		+39.8%		532		57.8%		+125.4%		204		22.2%		+115.1%		401		43.7%		+70.1%		736		80.1%		+74.2%

						％				14.1%		28.7%		21.7%		27.8%		24.0%		16.6%		21.9%		21.8%				33.1%				25.3%						24.6%						24.9%						25.9%						25.3%						25.3%						25.6%						25.3%

				CIS		売上高				5		3		8		8		16		5		13		22				48				11		21.9%		+110.1%		11		22.5%		+231.0%		21		44.4%		+157.8%		11		22.1%		+29.9%		32		66.5%		+137.3%		9		19.1%		+73.1%		20		41.2%		+46.9%		41		85.6%		+89.1%

						総利益				1		0		1		1		2		1		2		3				13				2		18.9%		+249.0%		3		21.0%		+561.8%		5		39.9%		+364.7%		2		18.7%		+139.3%		7		58.6%		+234.1%		2		12.9%		+33.3%		4		31.7%		+80.6%		9		71.5%		+173.9%

						％				13.7%		12.3%		13.2%		12.1%		12.7%		23.3%		16.5%		15.3%				26.5%				22.8%						24.7%						23.7%						22.4%						23.3%						18.0%						20.3%						22.1%

				SOLNET		売上高				22		37		59		41		99		28		69		128				103				13		13.0%		-39.2%		16		15.1%		-57.4%		29		28.1%		-50.6%		25		24.4%		-38.2%		54		52.5%		-21.4%		27		26.6%		-2.9%		53		51.0%		-23.8%		82		79.1%		-36.1%

						総利益				5		9		14		11		25		7		18		32				25				3		12.8%		-32.7%		4		16.6%		-54.0%		7		29.4%		-46.6%		5		21.3%		-51.6%		13		50.7%		-28.7%		8		29.8%		+9.8%		13		51.1%		-28.2%		20		80.6%		-36.2%

						％				22.0%		25.0%		23.9%		27.5%		25.3%		24.5%		26.2%		25.2%				24.6%				24.4%						27.0%						25.8%						21.5%						23.8%						27.7%						24.7%						25.1%

				合計		売上高				438		487		925		556		1,482		605		1,161		2,086				2,931				658		22.5%		+50.2%		734		25.0%		+50.8%		1,392		47.5%		+50.5%		798		27.2%		+43.4%		2,190		74.7%		+88.7%		844		28.8%		+39.5%		1,641		56.0%		+41.4%		3,034		103.5%		+45.4%

						総利益				64		138		202		153		355		103		256		458				957				166		17.3%		+161.1%		181		18.9%		+31.2%		347		36.3%		+72.2%		205		21.4%		+33.8%		552		57.7%		+115.5%		213		22.3%		+107.0%		418		43.7%		+63.2%		765		80.0%		+67.2%

						％				14.5%		28.3%		21.8%		27.5%		23.9%		17.0%		22.1%		21.9%				32.7%				25.2%						24.7%						24.9%						25.7%						25.2%						25.3%						25.5%						25.2%



		セキュリティ		JBCC		売上高				779		814		1,593		845		2,438		898		1,743		3,336				3,611				910		25.2%		+16.8%		918		25.4%		+12.8%		1,828		50.6%		+14.7%		743		20.6%		-12.0%		2,571		71.2%		+47.5%		636		17.6%		-29.3%		1,379		38.2%		-20.9%		3,206		88.8%		-3.9%

						総利益				288		292		579		299		878		302		600		1,179				1,306				330		25.2%		+14.6%		347		26.6%		+19.1%		677		51.8%		+16.9%		274		21.0%		-8.3%		951		72.8%		+58.3%		230		17.6%		-23.8%		504		38.6%		-16.1%		1,180		90.4%		+0.1%

						％				36.9%		35.8%		36.3%		35.4%		36.0%		33.6%		34.4%		35.4%				36.2%				36.2%						37.8%						37.0%						36.9%						37.0%						36.2%						36.5%						36.8%

				JBS		売上高				190		200		390		209		599		370		579		969				1,192				219		18.4%		+15.0%		263		22.1%		+31.7%		482		40.4%		+23.6%		267		22.4%		+27.7%		748		62.8%		+29.2%		300		25.2%		-19.0%		567		47.5%		-2.1%		1,049		88.0%		+8.2%

						総利益				71		73		144		88		232		142		231		375				438				84		19.2%		+18.3%		105		24.0%		+43.8%		189		43.1%		+31.2%		124		28.4%		+41.0%		313		71.5%		+35.9%		120		27.5%		-15.4%		245		55.9%		+6.2%		434		99.0%		+15.8%

						％				37.3%		36.6%		36.9%		42.3%		38.8%		38.5%		39.8%		38.7%				36.8%				38.3%						40.0%						39.2%						46.7%						41.9%						40.1%						43.2%						41.4%

				CIS		売上高				29		43		72		100		173		85		185		257				375				214		57.0%		+625.2%		67		17.8%		+56.6%		281		74.8%		+289.1%		102		27.2%		+1.3%		382		102.0%		+106.5%		120		31.9%		+41.4%		222		59.1%		+19.7%		502		133.9%		+95.2%

						総利益				9		16		25		18		43		30		49		73				96				55		57.4%		+527.8%		23		23.5%		+41.9%		78		80.9%		+214.7%		24		24.6%		+28.6%		101		105.5%		+108.1%		31		32.3%		+2.3%		55		56.9%		+12.2%		133		137.8%		+80.4%

						％				29.8%		37.4%		34.3%		18.3%		25.0%		35.9%		26.3%		28.6%				25.7%				25.8%						33.9%						27.7%						23.2%						26.5%						25.9%						24.7%						26.4%

				SOLNET		売上高				27		23		50		38		88		64		102		152				197				47		23.9%		+74.1%		62		31.4%		+173.0%		109		55.3%		+119.2%		32		16.5%		-15.8%		141		71.7%		+38.4%		52		26.6%		-17.6%		85		43.0%		-16.9%		194		98.3%		+27.7%

						総利益				7		7		13		12		25		19		31		45				63				14		23.0%		+120.5%		20		32.0%		+201.9%		35		55.0%		+161.4%		12		19.6%		+2.5%		47		74.7%		+49.1%		11		18.0%		-41.8%		24		37.6%		-24.9%		58		92.7%		+30.3%

						％				24.4%		29.4%		26.7%		31.3%		28.7%		30.6%		30.9%		29.5%				31.9%				30.8%						32.5%						31.8%						38.0%						33.2%						21.6%						27.9%						30.1%

				合計		売上高				432		459		891		507		1,398		552		1,060		1,950				5,375				567		10.6%		+31.3%		637		11.9%		+39.0%		1,205		22.4%		+35.3%		1,144		21.3%		+125.5%		3,843		71.5%		+262.6%		1,108		20.6%		+100.6%		2,252		41.9%		+112.5%		4,951		92.1%		+153.8%

						総利益				154		167		321		185		506		204		389		710				1,903				201		10.6%		+30.6%		251		13.2%		+50.7%		453		23.8%		+41.0%		434		22.8%		+134.8%		1,412		74.2%		+262.9%		393		20.6%		+92.3%		827		43.5%		+112.5%		1,805		94.8%		+154.2%

						％				35.7%		36.3%		36.0%		36.5%		36.2%		37.0%		36.7%		36.4%				35.4%				35.5%						39.4%						37.6%						38.0%						36.8%						35.4%						36.7%						36.5%



		Qanat Universe		合計		売上高				4		6		10																		8				+111.8%		9				+61.5%		17				+81.3%				ERROR		ERROR				ERROR		ERROR				ERROR		ERROR				ERROR		ERROR				ERROR		ERROR

						総利益				(11)		(13)		(24)																		4				-139.1%		3				-122.2%		7				-130.0%				ERROR		ERROR				ERROR		ERROR				ERROR		ERROR				ERROR		ERROR				ERROR		ERROR

						％				-291.4%		-224.1%		-250.6%		ERROR		ERROR		ERROR		ERROR		ERROR				ERROR				53.8%						30.9%						41.4%						ERROR						ERROR						ERROR						ERROR						ERROR





超高速開発	それ以外	1877.2017110000006	5610.4702890000008	

超高速開発	それ以外	2869.2904669999989	4751.5675330000013	



フォーカス受注確保高

																																																（単位：百万円）

										2021年3月期																		2022年
3月期				2022年3月期

										１Ｑ		２Ｑ		上半期		３Ｑ		３Ｑ累計		４Ｑ		２Ｈ		年間				予算				１Ｑ実績						２Ｑ見通し						上半期見通し						３Ｑ見通し						３Ｑ累計見通し						４Ｑ見通し						２Ｈ見通し						年間見通し										見通し　A+B+C										見通し　Cランク								9/29現在

																																		対予算		対前年				対予算		対前年				対予算		対前年				対予算		対前年				対予算		対前年				対予算		対前年				対予算		対前年				対予算		対前年						２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		年間				２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		年間



		超高速開発		受注高		JBCC				748		854		1,602		606		2,208		919		1,525		3,127				7,275				1,183		16.3%		+58.2%		1,510		20.8%		+76.8%		2,693		37.0%		+68.1%		2,121		29.2%		+250.1%		4,814		66.2%		+118.0%		1,955		26.9%		+112.7%		4,076		56.0%		+167.3%		6,769		93.0%		+116.5%						2,056		6,154		6,495		15,887				546		4,032		4,540		9,118

						CIS				78		44		123		72		195		82		154		277				394				70		17.7%		-10.6%		57		14.3%		+27.0%		126		32.1%		+3.0%		51		13.0%		-29.5%		177		45.0%		-9.0%		29		7.4%		-64.1%		80		20.4%		-47.9%		207		52.5%		-25.3%						57		80		33		240				0		29		4		33

						SOLNET				28		55		83		83		165		107		190		273				402				118		29.3%		+321.9%		116		28.9%		+112.3%		234		58.2%		+183.1%		67		16.6%		-19.1%		301		74.8%		+82.0%		101		25.1%		-6.1%		168		41.7%		-11.8%		402		99.9%		+47.3%						116		235		517		986				0		168		416		585

						合計				854		953		1,807		761		2,568		1,108		1,869		3,676				8,071				1,371		17.0%		+60.5%		1,682		20.8%		+76.5%		3,053		37.8%		+68.9%		2,239		27.7%		+194.2%		5,292		65.6%		+106.1%		2,085		25.8%		+88.1%		4,324		53.6%		+131.3%		7,377		91.4%		+100.7%						2,229		6,468		7,045		17,113				546		4,229		4,960		9,736



		クラウド		新規確保高		JBCC				14		22		36		23		59		18		41		77				100				30		30.3%		+110.1%		33		32.5%		+49.8%		63		62.8%		+73.9%		26		26.4%		+16.4%		89		89.2%		+51.7%		12		12.4%		-32.8%		39		38.8%		-5.7%		102		101.6%		+31.5%						52		126		88		295				19		99		76		194

						CIS				0		0		0		0		0		1		1		1				6				1		9.2%		+239.8%		1		10.2%		+7927.2%		1		19.3%		+584.4%		0		0.0%		-100.0%		1		19.3%		+350.5%		0		3.7%		-67.2%		0		3.7%		-71.0%		1		23.0%		+48.5%						1		1		0		2				0		1		0		1

						SOLNET				0		0		0		0		1		0		0		1				7				1		11.4%		+215.4%		3		42.6%		- 		4		54.0%		+1393.7%		1		16.6%		+140.0%		5		70.5%		+570.9%		0		3.2%		- 		1		19.8%		+186.5%		5		73.8%		+601.5%						3		3		1		8				0		2		1		3

						合計				15		22		37		23		60		19		42		79				113				32		28.0%		+113.3%		36		32.0%		+66.2%		68		60.0%		+85.3%		28		24.4%		+18.5%		95		84.5%		+59.3%		13		11.4%		-32.8%		40		35.8%		-4.6%		108		95.8%		+37.0%						55		129		90		305				19		101		77		197



		セキュリティ		新規確保高		JBCC				9		11		21		11		32		7		17		38				55				17		31.7%		+86.5%		19		34.6%		+66.0%		36		66.3%		+75.2%		14		25.2%		+29.7%		50		91.5%		+59.8%		8		14.6%		+18.8%		22		39.8%		+25.5%		58		106.1%		+52.5%						31		88		44		181				12		74		36		123

						JBS				7		0		7		2		9		1		4		11				18				5		25.2%		-34.8%		7		37.8%		+7787.4%		11		63.0%		+61.0%		3		16.2%		+37.9%		14		79.2%		+55.7%		2		12.8%		+54.6%		5		29.0%		+44.8%		17		92.0%		+55.5%						7		8		9		28				0		5		6		11

						CIS				0		0		0		0		1		0		0		1				3				0		13.2%		+97.9%		0		8.5%		+713.7%		1		21.7%		+181.4%		0		0.0%		-100.0%		1		21.7%		+6.7%		1		19.5%		+840.5%		1		19.5%		+32.7%		1		41.2%		+83.9%						0		0		1		2				0		0		0		0

						SOLNET				0		0		0		0		0		0		0		0				4				1		14.8%		+746.8%		1		29.0%		+1016.3%		2		43.8%		+907.9%		0		1.6%		-63.7%		2		45.5%		+415.2%		0		1.4%		-62.1%		0		3.0%		-63.0%		2		46.8%		+276.3%						1		1		1		3				0		1		1		1

						合計				17		12		28		13		42		8		22		50				80				23		28.7%		+38.5%		27		34.1%		+133.2%		50		62.8%		+77.7%		17		21.1%		+26.1%		67		83.8%		+61.1%		11		13.7%		+29.7%		28		34.8%		+27.5%		78		97.5%		+55.8%						39		97		54		213				12		80		43		135



		Qanat Universe 		契約本数		JBCC				0		5		5		4		9		7		11		16				260				10		3.8%		- 		26		10.0%		- 		36		13.8%		- 		13		5.0%		- 		49		18.8%		- 		4		1.5%		- 		17		6.5%		- 		53		20.4%		- 						26		92		26		154				0		79		22		101

						JBAT				11		13		24		33		57		35		68		92				1,100				54		4.9%		- 		74		6.7%		- 		128		11.6%		- 		149		13.5%		- 		277		25.2%		- 		154		14.0%		- 		303		27.5%		- 		431		39.2%		- 						76		170		158		458				2		21		4		27

						CIS				0		0		0		0		0		0		0		0				20				0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 						0		0		0		0				0		0		0		0

						SOLNET				0		0		0		0		0		0		0		0				20				0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		1		5.0%		- 		1		5.0%		- 		1		5.0%		- 		2		10.0%		- 		2		10.0%		- 						1		4		4		9				1		3		3		7

						合計		5		11		18		29		37		66		42		79		108				1,400				64		4.6%		- 		100		7.1%		- 		164		11.7%		- 		163		11.6%		- 		327		23.4%		- 		159		11.4%		- 		322		23.0%		- 		486		34.7%		- 						103		266		188		621				3		103		29		135









フォーカス売上利益グラフ



		■重点事業分野HARMONIZE 分野別売上伸長状況



		売上高				（百万円）

				2021年3月期 上半期		2022年3月期 上半期		前年比

		超高速開発		1,877		2,904		54.7%

		クラウド		925		1,392		50.5%

		セキュリティ		891		1,205		35.3%



				2021年3月期 上半期		2022年3月期 上半期

		クラウド連携		10		17		81.3%



				2021年3月期 上半期		2022年3月期 上半期

		全体		3,703		5,518



2021年3月期 上半期	超高速開発	クラウド	セキュリティ	1877.2017110000006	925.19347400000026	890.6	2022年3月期 上半期	超高速開発	クラウド	セキュリティ	2903.5030219999999	1392.4102890000004	1204.7707169999958	







2021年3月期 上半期	クラウド連携	9.5970639999999996	2022年3月期 上半期	クラウド連携	17.399971999999998	







フォーカス売上利益グラフ (連結)



		■重点事業分野HARMONIZE 進捗状況（全体）



		売上高				（百万円）

				売上高		売上総利益		連結売上		占める割合		連結粗利		占める割合

		2021年3月期 上半期		3,703		1,817		30,155		12.3%		8,485		21.4%



		2022年3月期 上半期		5,518		2,475		27,571		20.0%		8,429		29.4%

				49.0%		36.2%















売上高	2021年3月期 上半期	2022年3月期 上半期	3702.5922490000007	5518.0839999999962	売上総利益	2021年3月期 上半期	2022年3月期 上半期	1817	2475.1999999999998	











（百万円）

2021年3月期
上半期

2022年3月期
上半期

キャッシュ・フローの主要要因

営業活動によるキャッシュ・フロー 267              730              
税金等調整前当期純利益の増加
退職給付制度変更に伴う法人税支払いの減少

投資活動によるキャッシュ・フロー -543            -14              
投資有価証券の売却
無形固定資産の取得
（前年度は、子会社株式の取得による支出）

財務活動によるキャッシュ・フロー -485            -525            配当金の支払い

キャッシュフローの状況

7
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事業概況

				※数値は監査前実績 スウチ カンサ マエ ジッセキ

				■上半期　業績概況（計算用） カミハンキ ギョウセキ ガイキョウ ケイサンヨウ																						■上半期　業績概況（表記用） カミハンキ ギョウセキ ガイキョウ ヒョウキ ヨウ

																		（百万円） ヒャクマンエン				（百万円） ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

								2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ガツ キ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ				2022年3月期
上半期
業績予想 ガツ キ カミハンキ ギョウセキ ヨソウ		進捗率 シンチョク リツ		通期業績予想 ツウキ ギョウセキ ヨソウ		進捗率 シンチョク リツ								2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ガツ キ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ				2022年3月期
上半期
業績予想 ガツ キ カミハンキ ギョウセキ ヨソウ		進捗率 シンチョク リツ



				売上高 ウリアゲ ダカ				30,155		27,571		-8.6%				28,500		96.7%		58,500		47.1%				売上高 ウリアゲ ダカ				30,155		27,571		-8.6%				28,500		96.7%

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,437		1,669		+16.1%				1,350		123.6%		2,800		59.6%				営業利益 エイギョウ リエキ				1,436		1,668		+16.1%				1,350		123.6%

								4.8%		6.1%						4.7%				4.8%										4.8%		6.1%						4.7%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				1,484		1,779		+19.9%				1,370		129.8%		2,850		62.4%				経常利益 ケイジョウ リエキ				1,483		1,778		+19.9%				1,370		129.8%

								4.9%		6.5%						4.8%				4.9%										4.9%		6.5%						4.8%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				979		1,257		+28.4%				930		135.1%		1,900		66.2%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				979		1,256		+28.4%				930		135.1%

				（親会社株主に帰属
　する当期純利益） トウキ				3.2%		4.6%						3.3%				3.2%						（親会社株主に帰属
　する当期純利益） トウキ				3.2%		4.6%						3.3%





事業分野別の状況(組替版)

				※数値は監査前実績 スウチ カンサ マエ ジッセキ

				■事業分野別の状況（計算用） ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ ケイサンヨウ																		■事業分野別の状況（表記用） ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ ヒョウキヨウ

																		（百万円） ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ

				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,978		27,950		26,588		-8.2%		-4.9%				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,977		27,950		26,587		-8.2%		-4.9%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%

								%		28.0%		28.1%		29.5%												%		28.0%		28.1%		29.5%

						SI		売上 ウリアゲ		7,488		7,488		6,970		-6.9%		N/A						SI		売上 ウリアゲ		7,487		7,487		6,970		-6.9%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,275		2,275		2,376		+4.4%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,274		2,274		2,375		+4.4%		N/A

								%		30.4%		30.4%		34.1%												%		30.4%		30.4%		34.1%

						サービス		売上 ウリアゲ		12,946		11,919		12,969		+0.2%		+8.8%						サービス		売上 ウリアゲ		12,946		11,918		12,969		+0.2%		+8.8%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,882		3,631		4,012		+3.4%		+10.5%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,881		3,630		4,012		+3.4%		+10.5%

								%		30.0%		30.5%		30.9%												%		30.0%		30.5%		30.9%

						システム		売上 ウリアゲ		8,544		8,544		6,648		-22.2%		N/A						システム		売上 ウリアゲ		8,543		8,543		6,648		-22.2%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,956		1,956		1,457		-25.5%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,955		1,955		1,457		-25.5%		N/A

								%		22.9%		22.9%		21.9%												%		22.9%		22.9%		21.9%

				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,178		1,178		984		-16.5%		N/A				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,177		1,177		983		-16.5%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		582		-6.6%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		582		-6.6%		N/A

								%		52.9%		52.9%		59.2%												%		52.9%		52.9%		59.2%

				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,128		27,571		-8.6%		-5.3%				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,127		27,571		-8.6%		-5.3%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,736		8,485		8,428		-3.5%		-0.7%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,735		8,485		8,427		-3.5%		-0.7%

								%		29.0%		29.1%		30.6%												%		29.0%		29.1%		30.6%



												※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク																		※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク

												IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ																		IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ

												1,027																		1,027

												250																		250





事業分野別の状況(組替しない案)

				※数値は監査実績 スウチ カンサ ジッセキ

				■事業分野別の状況（計算用） ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ ケイサンヨウ																		■事業分野別の状況（表記用） ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ ヒョウキヨウ

																		（百万円） ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ

				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,978		27,950		26,588		-8.2%		-4.9%				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,977		27,950		26,587		-8.2%		-4.9%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%

								%		28.0%		28.1%		29.5%												%		28.0%		28.1%		29.5%

						SI		売上 ウリアゲ		8,346		8,346		6,970		-16.5%		N/A						SI		売上 ウリアゲ		8,345		8,345		6,970		-16.5%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,484		2,484		2,376		-4.4%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,484		2,484		2,375		-4.4%		N/A

								%		29.8%		29.8%		34.1%												%		29.8%		29.8%		34.1%

						サービス		売上 ウリアゲ		12,088		11,061		12,969		+7.3%		+17.2%						サービス		売上 ウリアゲ		12,088		11,060		12,969		+7.3%		+17.2%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,672		3,422		4,012		+9.3%		+17.2%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,672		3,421		4,012		+9.3%		+17.2%

								%		30.4%		30.9%		30.9%												%		30.4%		30.9%		30.9%

						システム		売上 ウリアゲ		8,544		8,544		6,648		-22.2%		N/A						システム		売上 ウリアゲ		8,543		8,543		6,648		-22.2%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,956		1,956		1,457		-25.5%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,955		1,955		1,457		-25.5%		N/A

								%		22.9%		22.9%		21.9%												%		22.9%		22.9%		21.9%

				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,178		1,178		984		-16.5%		N/A				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,177		1,177		983		-16.5%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		582		-6.6%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		582		-6.6%		N/A

								%		52.9%		52.9%		59.2%												%		52.9%		52.9%		59.2%

				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,128		27,571		-8.6%		-5.3%				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,127		27,571		-8.6%		-5.3%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,736		8,485		8,428		-3.5%		-0.7%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,735		8,485		8,427		-3.5%		-0.7%

								%		29.0%		29.1%		30.6%												%		29.0%		29.1%		30.6%



												※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク																		※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク

												IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ																		IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ

												1,027																		1,027

												250																		250





キャッシュ・フローの状況



										（百万円） ヒャクマンエン

						2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		キャッシュ・フローの主要要因 シュヨウ ヨウイン

				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		267		730		税金等調整前当期純利益の増加
退職給付制度変更に伴う法人税支払いの減少 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ ゾウカ タイショク キュウフ セイド ヘンコウ トモナ ホウジンゼイ シハラ ゲンショウ

				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		-543		-14		投資有価証券の売却
無形固定資産の取得
（前年度は、子会社株式の取得による支出） トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ムケイ コテイ シサン シュトク ゼンネンド コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ

				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		-485		-525		配当金の支払い ハイトウキン シハラ





主な経営指標



				■主な経営指標 オモ ケイエイ シヒョウ



						2021年3月期
上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ

				売上高総利益率 ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		29.0%		30.6%		+1.6%pt

				売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		4.8%		6.1%		+1.3%pt

				1株当たり当期純利益（円） カブ ア トウキ ジュンリエキ エン		66.4		77.9		+1147.0%pt				←経理資料の「212Q‗平均株式.xlsx」参照 ケイリ シリョウ ヘイキン カブシキ サンショウ

				フリーキャッシュ・フロー（百万円） ヒャクマンエン		-276		716

				1株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		26		26		+0.0%pt

								※ フリーキャッシュ・フロー ＝ 営業活動によるキャッシュ・フロー ＋ 投資活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ トウシ カツドウ













業績見通し(シンプル)



				■通期業績見通し（計算用） ツウキ ギョウセキ ミトオ ケイサンヨウ																■通期業績見通し（表記用） ツウキ ギョウセキ ミトオ ヒョウキヨウ

																（百万円） ヒャクマンエン																（百万円） ヒャクマンエン

								2021年3月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2021年3月期
（i-Learning除く） ネン ガツ キ ノゾ				2022年3月期
通期業績予想 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ヨソウ		対前期比 タイ ゼンキ ヒ								2021年3月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2021年3月期
（i-Learning除く） ネン ガツ キ ノゾ				2022年3月期
通期業績予想 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ヨソウ		対前期比 タイ ゼンキ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				60,042		58,463				58,500		-2.6%				売上高 ウリアゲ ダカ				60,042		58,463				58,500		-2.6%



				営業利益 エイギョウ リエキ				2,604		2,670				2,800		+7.5%				営業利益 エイギョウ リエキ				2,603		2,670				2,800		+7.5%

								4.3%		4.6%				4.8%										4.3%		4.6%				4.8%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,726		2,784				2,850		+4.5%				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,726		2,784				2,850		+4.5%

								4.5%		4.8%				4.9%										4.5%		4.8%				4.9%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,932		1,982				1,900		-1.6%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,931		1,982				1,900		-1.6%

				(親会社株主に帰属
　する当期純利益) トウキ				3.2%		3.4%				3.2%						(親会社株主に帰属
　する当期純利益) トウキ				3.2%		3.4%				3.2%





業績見通し(IL丁寧)



				■通期業績見通し ツウキ ギョウセキ ミトオ																■通期業績見通し ツウキ ギョウセキ ミトオ

																（百万円） ヒャクマンエン																（百万円） ヒャクマンエン

								2021年3月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2021年3月期
（i-Learning除く） ネン ガツ キ ノゾ				2022年3月期
通期業績予想 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ヨソウ		対前期比 タイ ゼンキ ヒ								2021年3月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2021年3月期
（i-Learning除く） ネン ガツ キ ノゾ				2022年3月期
通期業績予想 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ヨソウ		対前期比 タイ ゼンキ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				60,042		58,463				58,500		-2.6%				売上高 ウリアゲ ダカ				60,042		58,463				58,500		-2.6%

				(i-Learning除く)				(58,463)								(+0.1%)				(i-Learning除く)				(58,463)								(+0.1%)

				営業利益 エイギョウ リエキ				2,604		2,670				2,800		+7.5%				営業利益 エイギョウ リエキ				2,603		2,670				2,800		+7.5%

								4.3%		4.6%				4.8%										4.3%		4.6%				4.8%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,726		2,784				2,850		+4.5%				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,726		2,784				2,850		+4.5%

								4.5%		4.8%				4.9%										4.5%		4.8%				4.9%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,932		1,982				1,900		-1.6%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,931		1,982				1,900		-1.6%

				(親会社株主に帰属
　する当期純利益) トウキ				3.2%		3.4%				3.2%						(親会社株主に帰属
　する当期純利益) トウキ				3.2%		3.4%				3.2%





配当



						2017年3月期 ネン ガツ キ		2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期 ネン ガツ キ		2021年3月期 ネン ガツ キ		2022年3月期
（予想） ネン ガツ キ ヨソウ

				中間配当 チュウカン ハイトウ		13.5		16.0		18.0		25.0		26.0		26.0

				期末配当 キマツ ハイトウ		13.5		16.0		18.0		25.0		24.0		26.0

				記念配当 キネン ハイトウ						10.0

				配当性向 ハイトウ セイコウ		35.9%		45.2%		43.2%		41.7%		41.6%		44.1%





































中間配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	16	18	25	26	26	期末配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	16	18	25	24	26	記念配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	10	配当性向	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	0.45200000000000001	0.432	0.41699999999999998	0.41599999999999998	0.441	











フォーカス売上利益

																																																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021年3月期 ネン ガツ キ																		2022年
3月期 ネン ガツ キ				2022年3月期 ネン ガツキ																																																		9/29現在 ゲンザイ

										１Ｑ		２Ｑ		上半期 カミハンキ		３Ｑ		３Ｑ累計 ルイケイ		４Ｑ		２Ｈ		年間 ネンカン				予算 ヨサン				１Ｑ実績 ジッセキ						２Ｑ見通し ミトオ						上半期見通し カミハンキ ミトオ						３Ｑ見通し						３Ｑ累計見通し ルイケイ						４Ｑ見通し						２Ｈ見通し						年間見通し ネンカン

										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ										対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン



		超高速開発 チョウコウソクカイハツ		JBCC		売上高 ウリアゲ ダカ				763		766		1,528		844		2,373		1,011		1,855		3,383				6,875				1,229		17.9%		+61.2%		1,380		20.1%		+80.3%		2,610		38.0%		+70.7%		1,690		24.6%		+100.3%		4,300		62.5%		+131.9%		1,795		26.1%		+77.7%		3,486		50.7%		+88.0%		6,096		88.7%		+80.2%

						総利益 ソウリエキ				312		317		629		308		937		389		697		1,326				2,779				475		17.1%		+52.2%		565		20.3%		+78.0%		1,039		37.4%		+65.2%		649		23.3%		+110.6%		1,688		60.7%		+142.2%		668		24.0%		+71.7%		1,316		47.4%		+88.9%		2,356		84.8%		+77.7%

						％				40.9%		41.4%		41.2%		36.5%		39.5%		38.5%		37.6%		39.2%				40.4%				38.6%						40.9%						39.8%						38.4%						39.3%						37.2%						37.8%						38.7%

				CIS		売上高 ウリアゲ ダカ				83		56		139		76		215		77		152		291				374				52		13.8%		-37.8%		55		14.6%		-3.0%		106		28.4%		-23.7%		49		13.0%		-36.0%		155		41.3%		+1.5%		44		11.8%		-42.5%		92		24.7%		-39.3%		199		53.1%		-31.8%

						総利益 ソウリエキ				33		14		47		32		79		31		63		110				158				21		13.2%		-37.4%		21		13.3%		+54.7%		42		26.5%		-10.7%		18		11.4%		-43.5%		60		37.9%		-5.1%		14		8.6%		-56.1%		32		20.1%		-49.7%		74		46.5%		-33.1%

						％				40.2%		24.2%		33.7%		42.3%		36.8%		40.8%		41.5%		37.8%				42.4%				40.5%						38.6%						39.5%						37.3%						38.8%						31.1%						34.4%						37.1%

				SOLNET		売上高 ウリアゲ ダカ				129		81		210		59		268		74		133		342				402				92		22.9%		-28.5%		96		23.8%		+18.4%		188		46.7%		-10.4%		98		24.3%		+66.1%		285		71.0%		+115.0%		91		22.7%		+23.2%		189		46.9%		+42.2%		376		93.7%		+10.0%

						総利益 ソウリエキ				49		28		78		17		94		23		40		118				142				32		22.5%		-35.3%		29		20.4%		+3.2%		61		42.9%		-21.3%		32		22.4%		+90.4%		93		65.3%		+131.3%		28		19.8%		+20.1%		60		42.2%		+49.4%		121		85.1%		+2.8%

						％				38.4%		34.8%		37.0%		28.4%		35.1%		31.6%		30.2%		34.4%				35.3%				34.7%						30.3%						32.5%						32.6%						32.5%						30.8%						31.7%						32.1%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				974		903		1,877		979		2,856		1,161		2,140		4,017				7,651				1,373		17.9%		+40.9%		1,531		20.0%		+69.5%		2,904		37.9%		+54.7%		1,837		24.0%		+87.7%		4,740		62.0%		+121.5%		1,931		25.2%		+66.3%		3,767		49.2%		+76.1%		6,671		87.2%		+66.1%				超高速開発 チョウコウソク カイハツ		1,877		超高速開発 チョウコウソク カイハツ		2,869		←実績 ジッセキ

						総利益 ソウリエキ				395		359		754		357		1,110		444		800		1,554				3,079				528		17.1%		+33.7%		615		20.0%		+71.3%		1,142		37.1%		+51.6%		699		22.7%		+95.8%		1,841		59.8%		+130.0%		710		23.0%		+60.0%		1,408		45.7%		+75.9%		2,551		82.8%		+64.1%				SI全体 ゼンタイ		7,488		SI全体 ゼンタイ		6,970		←実績 ジッセキ

						％				40.5%		39.8%		40.1%		36.5%		38.9%		38.2%		37.4%		38.7%				40.2%				38.4%						40.2%						39.3%						38.0%						38.8%						36.8%						37.4%						38.2%								それ以外 イガイ		5,610		それ以外 イガイ		4,101		←実績 ジッセキ

		SI全体売上高 ゼンタイ ウリアゲ ダカ								4,233		4,113		8,346														15,900				3,681						3,900						7,581

		SI全体に占める売上高割合 ゼンタイ シ ウリアゲ ダカ ワリアイ								23%		22%		22%														48%				37%						39%						38%



		クラウド		JBCC		売上高 ウリアゲ ダカ				411		447		858		507		1,366		571		1,079		1,937				2,780				634		22.8%		+54.2%		708		25.5%		+58.3%		1,342		48.3%		+56.4%		762		27.4%		+50.2%		2,104		75.7%		+95.1%		807		29.0%		+41.3%		1,569		56.4%		+45.5%		2,911		104.7%		+50.3%

						総利益 ソウリエキ				58		128		186		141		327		95		236		422				919				160		17.4%		+176.2%		174		19.0%		+35.7%		335		36.4%		+79.4%		197		21.4%		+39.8%		532		57.8%		+125.4%		204		22.2%		+115.1%		401		43.7%		+70.1%		736		80.1%		+74.2%

						％				14.1%		28.7%		21.7%		27.8%		24.0%		16.6%		21.9%		21.8%				33.1%				25.3%						24.6%						24.9%						25.9%						25.3%						25.3%						25.6%						25.3%

				CIS		売上高 ウリアゲ ダカ				5		3		8		8		16		5		13		22				48				11		21.9%		+110.1%		11		22.5%		+231.0%		21		44.4%		+157.8%		11		22.1%		+29.9%		32		66.5%		+137.3%		9		19.1%		+73.1%		20		41.2%		+46.9%		41		85.6%		+89.1%

						総利益 ソウリエキ				1		0		1		1		2		1		2		3				13				2		18.9%		+249.0%		3		21.0%		+561.8%		5		39.9%		+364.7%		2		18.7%		+139.3%		7		58.6%		+234.1%		2		12.9%		+33.3%		4		31.7%		+80.6%		9		71.5%		+173.9%

						％				13.7%		12.3%		13.2%		12.1%		12.7%		23.3%		16.5%		15.3%				26.5%				22.8%						24.7%						23.7%						22.4%						23.3%						18.0%						20.3%						22.1%

				SOLNET		売上高 ウリアゲ ダカ				22		37		59		41		99		28		69		128				103				13		13.0%		-39.2%		16		15.1%		-57.4%		29		28.1%		-50.6%		25		24.4%		-38.2%		54		52.5%		-21.4%		27		26.6%		-2.9%		53		51.0%		-23.8%		82		79.1%		-36.1%

						総利益 ソウリエキ				5		9		14		11		25		7		18		32				25				3		12.8%		-32.7%		4		16.6%		-54.0%		7		29.4%		-46.6%		5		21.3%		-51.6%		13		50.7%		-28.7%		8		29.8%		+9.8%		13		51.1%		-28.2%		20		80.6%		-36.2%

						％				22.0%		25.0%		23.9%		27.5%		25.3%		24.5%		26.2%		25.2%				24.6%				24.4%						27.0%						25.8%						21.5%						23.8%						27.7%						24.7%						25.1%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				438		487		925		556		1,482		605		1,161		2,086				2,931				658		22.5%		+50.2%		734		25.0%		+50.8%		1,392		47.5%		+50.5%		798		27.2%		+43.4%		2,190		74.7%		+88.7%		844		28.8%		+39.5%		1,641		56.0%		+41.4%		3,034		103.5%		+45.4%

						総利益 ソウリエキ				64		138		202		153		355		103		256		458				957				166		17.3%		+161.1%		181		18.9%		+31.2%		347		36.3%		+72.2%		205		21.4%		+33.8%		552		57.7%		+115.5%		213		22.3%		+107.0%		418		43.7%		+63.2%		765		80.0%		+67.2%

						％				14.5%		28.3%		21.8%		27.5%		23.9%		17.0%		22.1%		21.9%				32.7%				25.2%						24.7%						24.9%						25.7%						25.2%						25.3%						25.5%						25.2%



		セキュリティ		JBCC		売上高 ウリアゲ ダカ				779		814		1,593		845		2,438		898		1,743		3,336				3,611				910		25.2%		+16.8%		918		25.4%		+12.8%		1,828		50.6%		+14.7%		743		20.6%		-12.0%		2,571		71.2%		+47.5%		636		17.6%		-29.3%		1,379		38.2%		-20.9%		3,206		88.8%		-3.9%

						総利益 ソウリエキ				288		292		579		299		878		302		600		1,179				1,306				330		25.2%		+14.6%		347		26.6%		+19.1%		677		51.8%		+16.9%		274		21.0%		-8.3%		951		72.8%		+58.3%		230		17.6%		-23.8%		504		38.6%		-16.1%		1,180		90.4%		+0.1%

						％				36.9%		35.8%		36.3%		35.4%		36.0%		33.6%		34.4%		35.4%				36.2%				36.2%						37.8%						37.0%						36.9%						37.0%						36.2%						36.5%						36.8%

				JBS		売上高 ウリアゲ ダカ				190		200		390		209		599		370		579		969				1,192				219		18.4%		+15.0%		263		22.1%		+31.7%		482		40.4%		+23.6%		267		22.4%		+27.7%		748		62.8%		+29.2%		300		25.2%		-19.0%		567		47.5%		-2.1%		1,049		88.0%		+8.2%

						総利益 ソウリエキ				71		73		144		88		232		142		231		375				438				84		19.2%		+18.3%		105		24.0%		+43.8%		189		43.1%		+31.2%		124		28.4%		+41.0%		313		71.5%		+35.9%		120		27.5%		-15.4%		245		55.9%		+6.2%		434		99.0%		+15.8%

						％				37.3%		36.6%		36.9%		42.3%		38.8%		38.5%		39.8%		38.7%				36.8%				38.3%						40.0%						39.2%						46.7%						41.9%						40.1%						43.2%						41.4%

				CIS		売上高 ウリアゲ ダカ				29		43		72		100		173		85		185		257				375				214		57.0%		+625.2%		67		17.8%		+56.6%		281		74.8%		+289.1%		102		27.2%		+1.3%		382		102.0%		+106.5%		120		31.9%		+41.4%		222		59.1%		+19.7%		502		133.9%		+95.2%

						総利益 ソウリエキ				9		16		25		18		43		30		49		73				96				55		57.4%		+527.8%		23		23.5%		+41.9%		78		80.9%		+214.7%		24		24.6%		+28.6%		101		105.5%		+108.1%		31		32.3%		+2.3%		55		56.9%		+12.2%		133		137.8%		+80.4%

						％				29.8%		37.4%		34.3%		18.3%		25.0%		35.9%		26.3%		28.6%				25.7%				25.8%						33.9%						27.7%						23.2%						26.5%						25.9%						24.7%						26.4%

				SOLNET		売上高 ウリアゲ ダカ				27		23		50		38		88		64		102		152				197				47		23.9%		+74.1%		62		31.4%		+173.0%		109		55.3%		+119.2%		32		16.5%		-15.8%		141		71.7%		+38.4%		52		26.6%		-17.6%		85		43.0%		-16.9%		194		98.3%		+27.7%

						総利益 ソウリエキ				7		7		13		12		25		19		31		45				63				14		23.0%		+120.5%		20		32.0%		+201.9%		35		55.0%		+161.4%		12		19.6%		+2.5%		47		74.7%		+49.1%		11		18.0%		-41.8%		24		37.6%		-24.9%		58		92.7%		+30.3%

						％				24.4%		29.4%		26.7%		31.3%		28.7%		30.6%		30.9%		29.5%				31.9%				30.8%						32.5%						31.8%						38.0%						33.2%						21.6%						27.9%						30.1%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				432		459		891		507		1,398		552		1,060		1,950				5,375				567		10.6%		+31.3%		637		11.9%		+39.0%		1,205		22.4%		+35.3%		1,144		21.3%		+125.5%		3,843		71.5%		+262.6%		1,108		20.6%		+100.6%		2,252		41.9%		+112.5%		4,951		92.1%		+153.8%

						総利益 ソウリエキ				154		167		321		185		506		204		389		710				1,903				201		10.6%		+30.6%		251		13.2%		+50.7%		453		23.8%		+41.0%		434		22.8%		+134.8%		1,412		74.2%		+262.9%		393		20.6%		+92.3%		827		43.5%		+112.5%		1,805		94.8%		+154.2%

						％				35.7%		36.3%		36.0%		36.5%		36.2%		37.0%		36.7%		36.4%				35.4%				35.5%						39.4%						37.6%						38.0%						36.8%						35.4%						36.7%						36.5%



		Qanat Universe		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				4		6		10																		8				+111.8%		9				+61.5%		17				+81.3%				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						総利益 ソウリエキ				(11)		(13)		(24)																		4				-139.1%		3				-122.2%		7				-130.0%				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						％				-291.4%		-224.1%		-250.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				53.8%						30.9%						41.4%						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!
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フォーカス受注確保高

																																																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021年3月期 ネン ガツ キ																		2022年
3月期 ネン ガツ キ				2022年3月期 ネン ガツ キ

										１Ｑ		２Ｑ		上半期 カミハンキ		３Ｑ		３Ｑ累計 ルイケイ		４Ｑ		２Ｈ		年間 ネンカン				予算 ヨサン				１Ｑ実績 ジッセキ						２Ｑ見通し ミトオ						上半期見通し カミハンキ						３Ｑ見通し						３Ｑ累計見通し ルイケイ						４Ｑ見通し						２Ｈ見通し						年間見通し ネンカン										見通し　A+B+C ミトオ										見通し　Cランク ミトオ								9/29現在 ゲンザイ

																																		対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン						２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		年間 ネンカン				２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		年間 ネンカン



		超高速開発 チョウコウソクカイハツ		受注高 ジュチュウ ダカ		JBCC				748		854		1,602		606		2,208		919		1,525		3,127				7,275				1,183		16.3%		+58.2%		1,510		20.8%		+76.8%		2,693		37.0%		+68.1%		2,121		29.2%		+250.1%		4,814		66.2%		+118.0%		1,955		26.9%		+112.7%		4,076		56.0%		+167.3%		6,769		93.0%		+116.5%						2,056		6,154		6,495		15,887				546		4,032		4,540		9,118

						CIS				78		44		123		72		195		82		154		277				394				70		17.7%		-10.6%		57		14.3%		+27.0%		126		32.1%		+3.0%		51		13.0%		-29.5%		177		45.0%		-9.0%		29		7.4%		-64.1%		80		20.4%		-47.9%		207		52.5%		-25.3%						57		80		33		240				0		29		4		33

						SOLNET				28		55		83		83		165		107		190		273				402				118		29.3%		+321.9%		116		28.9%		+112.3%		234		58.2%		+183.1%		67		16.6%		-19.1%		301		74.8%		+82.0%		101		25.1%		-6.1%		168		41.7%		-11.8%		402		99.9%		+47.3%						116		235		517		986				0		168		416		585

						合計 ゴウケイ				854		953		1,807		761		2,568		1,108		1,869		3,676				8,071				1,371		17.0%		+60.5%		1,682		20.8%		+76.5%		3,053		37.8%		+68.9%		2,239		27.7%		+194.2%		5,292		65.6%		+106.1%		2,085		25.8%		+88.1%		4,324		53.6%		+131.3%		7,377		91.4%		+100.7%						2,229		6,468		7,045		17,113				546		4,229		4,960		9,736



		クラウド		新規確保高 シンキ カクホダカ		JBCC				14		22		36		23		59		18		41		77				100				30		30.3%		+110.1%		33		32.5%		+49.8%		63		62.8%		+73.9%		26		26.4%		+16.4%		89		89.2%		+51.7%		12		12.4%		-32.8%		39		38.8%		-5.7%		102		101.6%		+31.5%						52		126		88		295				19		99		76		194

						CIS				0		0		0		0		0		1		1		1				6				1		9.2%		+239.8%		1		10.2%		+7927.2%		1		19.3%		+584.4%		0		0.0%		-100.0%		1		19.3%		+350.5%		0		3.7%		-67.2%		0		3.7%		-71.0%		1		23.0%		+48.5%						1		1		0		2				0		1		0		1

						SOLNET				0		0		0		0		1		0		0		1				7				1		11.4%		+215.4%		3		42.6%		- 		4		54.0%		+1393.7%		1		16.6%		+140.0%		5		70.5%		+570.9%		0		3.2%		- 		1		19.8%		+186.5%		5		73.8%		+601.5%						3		3		1		8				0		2		1		3

						合計 ゴウケイ				15		22		37		23		60		19		42		79				113				32		28.0%		+113.3%		36		32.0%		+66.2%		68		60.0%		+85.3%		28		24.4%		+18.5%		95		84.5%		+59.3%		13		11.4%		-32.8%		40		35.8%		-4.6%		108		95.8%		+37.0%						55		129		90		305				19		101		77		197



		セキュリティ		新規確保高 シンキ カクホダカ		JBCC				9		11		21		11		32		7		17		38				55				17		31.7%		+86.5%		19		34.6%		+66.0%		36		66.3%		+75.2%		14		25.2%		+29.7%		50		91.5%		+59.8%		8		14.6%		+18.8%		22		39.8%		+25.5%		58		106.1%		+52.5%						31		88		44		181				12		74		36		123

						JBS				7		0		7		2		9		1		4		11				18				5		25.2%		-34.8%		7		37.8%		+7787.4%		11		63.0%		+61.0%		3		16.2%		+37.9%		14		79.2%		+55.7%		2		12.8%		+54.6%		5		29.0%		+44.8%		17		92.0%		+55.5%						7		8		9		28				0		5		6		11

						CIS				0		0		0		0		1		0		0		1				3				0		13.2%		+97.9%		0		8.5%		+713.7%		1		21.7%		+181.4%		0		0.0%		-100.0%		1		21.7%		+6.7%		1		19.5%		+840.5%		1		19.5%		+32.7%		1		41.2%		+83.9%						0		0		1		2				0		0		0		0

						SOLNET				0		0		0		0		0		0		0		0				4				1		14.8%		+746.8%		1		29.0%		+1016.3%		2		43.8%		+907.9%		0		1.6%		-63.7%		2		45.5%		+415.2%		0		1.4%		-62.1%		0		3.0%		-63.0%		2		46.8%		+276.3%						1		1		1		3				0		1		1		1

						合計 ゴウケイ				17		12		28		13		42		8		22		50				80				23		28.7%		+38.5%		27		34.1%		+133.2%		50		62.8%		+77.7%		17		21.1%		+26.1%		67		83.8%		+61.1%		11		13.7%		+29.7%		28		34.8%		+27.5%		78		97.5%		+55.8%						39		97		54		213				12		80		43		135



		Qanat Universe 		契約本数 ケイヤク ホンスウ		JBCC				0		5		5		4		9		7		11		16				260				10		3.8%		- 		26		10.0%		- 		36		13.8%		- 		13		5.0%		- 		49		18.8%		- 		4		1.5%		- 		17		6.5%		- 		53		20.4%		- 						26		92		26		154				0		79		22		101

						JBAT				11		13		24		33		57		35		68		92				1,100				54		4.9%		- 		74		6.7%		- 		128		11.6%		- 		149		13.5%		- 		277		25.2%		- 		154		14.0%		- 		303		27.5%		- 		431		39.2%		- 						76		170		158		458				2		21		4		27

						CIS				0		0		0		0		0		0		0		0				20				0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 						0		0		0		0				0		0		0		0

						SOLNET				0		0		0		0		0		0		0		0				20				0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		1		5.0%		- 		1		5.0%		- 		1		5.0%		- 		2		10.0%		- 		2		10.0%		- 						1		4		4		9				1		3		3		7

						合計 ゴウケイ		5		11		18		29		37		66		42		79		108				1,400				64		4.6%		- 		100		7.1%		- 		164		11.7%		- 		163		11.6%		- 		327		23.4%		- 		159		11.4%		- 		322		23.0%		- 		486		34.7%		- 						103		266		188		621				3		103		29		135









フォーカス売上利益グラフ



		■重点事業分野HARMONIZE 分野別売上伸長状況 ジュウテン ジギョウ ブンヤ ブンヤ ベツ ウリアゲ シンチョウ ジョウキョウ



		売上高 ウリアゲ ダカ				（百万円） ヒャクマンエン

				2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		前年比 ゼンネン ヒ

		超高速開発 チョウコウソク カイハツ		1,877		2,904		54.7%

		クラウド		925		1,392		50.5%

		セキュリティ		891		1,205		35.3%



				2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ

		クラウド連携 レンケイ		10		17		81.3%



				2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ

		全体 ゼンタイ		3,703		5,518



2021年3月期 上半期	超高速開発	クラウド	セキュリティ	1877.2017110000006	925.19347400000026	890.6	2022年3月期 上半期	超高速開発	クラウド	セキュリティ	2903.5030219999999	1392.4102890000004	1204.7707169999958	







2021年3月期 上半期	クラウド連携	9.5970639999999996	2022年3月期 上半期	クラウド連携	17.399971999999998	







フォーカス売上利益グラフ (連結)



		■重点事業分野HARMONIZE 進捗状況（全体） ジュウテン ジギョウ ブンヤ シンチョク ジョウキョウ ゼンタイ



		売上高 ウリアゲ ダカ				（百万円） ヒャクマンエン

				売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		連結売上 レンケツ ウリアゲ		占める割合 シ ワリアイ		連結粗利 レンケツ アラリ		占める割合 シ ワリアイ

		2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		3,703		1,817		30,155		12.3%		8,485		21.4%



		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		5,518		2,475		27,571		20.0%		8,429		29.4%

				49.0%		36.2%















売上高	2021年3月期 上半期	2022年3月期 上半期	3702.5922490000007	5518.0839999999962	売上総利益	2021年3月期 上半期	2022年3月期 上半期	1817	2475.1999999999998	











2021年3月期
上半期

2022年3月期
上半期

売上高総利益率 29.0% 30.6%

売上高営業利益率 4.8% 6.1%

1株当たり当期純利益（円） 61.1                 77.9                 

フリーキャッシュ・フロー（百万円） -276                716                  

1株当たり配当金（円） 26                    26                    

※ フリーキャッシュ・フロー ＝ 営業活動によるキャッシュ・フロー ＋ 投資活動によるキャッシュ・フロー

主な経営指標
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事業概況

				※数値は監査前実績 スウチ カンサ マエ ジッセキ

				■上半期　業績概況（計算用） カミハンキ ギョウセキ ガイキョウ ケイサンヨウ																						■上半期　業績概況（表記用） カミハンキ ギョウセキ ガイキョウ ヒョウキ ヨウ

																		（百万円） ヒャクマンエン				（百万円） ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

								2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ガツ キ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ				2022年3月期
上半期
業績予想 ガツ キ カミハンキ ギョウセキ ヨソウ		進捗率 シンチョク リツ		通期業績予想 ツウキ ギョウセキ ヨソウ		進捗率 シンチョク リツ								2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ガツ キ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ				2022年3月期
上半期
業績予想 ガツ キ カミハンキ ギョウセキ ヨソウ		進捗率 シンチョク リツ



				売上高 ウリアゲ ダカ				30,155		27,571		-8.6%				28,500		96.7%		58,500		47.1%				売上高 ウリアゲ ダカ				30,155		27,571		-8.6%				28,500		96.7%

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,437		1,669		+16.1%				1,350		123.6%		2,800		59.6%				営業利益 エイギョウ リエキ				1,436		1,668		+16.1%				1,350		123.6%

								4.8%		6.1%						4.7%				4.8%										4.8%		6.1%						4.7%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				1,484		1,779		+19.9%				1,370		129.8%		2,850		62.4%				経常利益 ケイジョウ リエキ				1,483		1,778		+19.9%				1,370		129.8%

								4.9%		6.5%						4.8%				4.9%										4.9%		6.5%						4.8%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				979		1,257		+28.4%				930		135.1%		1,900		66.2%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				979		1,256		+28.4%				930		135.1%

				（親会社株主に帰属
　する当期純利益） トウキ				3.2%		4.6%						3.3%				3.2%						（親会社株主に帰属
　する当期純利益） トウキ				3.2%		4.6%						3.3%





事業分野別の状況(組替版)

				※数値は監査前実績 スウチ カンサ マエ ジッセキ

				■事業分野別の状況（計算用） ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ ケイサンヨウ																		■事業分野別の状況（表記用） ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ ヒョウキヨウ

																		（百万円） ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ

				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,978		27,950		26,588		-8.2%		-4.9%				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,977		27,950		26,587		-8.2%		-4.9%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%

								%		28.0%		28.1%		29.5%												%		28.0%		28.1%		29.5%

						SI		売上 ウリアゲ		7,488		7,488		6,970		-6.9%		N/A						SI		売上 ウリアゲ		7,487		7,487		6,970		-6.9%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,275		2,275		2,376		+4.4%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,274		2,274		2,375		+4.4%		N/A

								%		30.4%		30.4%		34.1%												%		30.4%		30.4%		34.1%

						サービス		売上 ウリアゲ		12,946		11,919		12,969		+0.2%		+8.8%						サービス		売上 ウリアゲ		12,946		11,918		12,969		+0.2%		+8.8%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,882		3,631		4,012		+3.4%		+10.5%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,881		3,630		4,012		+3.4%		+10.5%

								%		30.0%		30.5%		30.9%												%		30.0%		30.5%		30.9%

						システム		売上 ウリアゲ		8,544		8,544		6,648		-22.2%		N/A						システム		売上 ウリアゲ		8,543		8,543		6,648		-22.2%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,956		1,956		1,457		-25.5%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,955		1,955		1,457		-25.5%		N/A

								%		22.9%		22.9%		21.9%												%		22.9%		22.9%		21.9%

				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,178		1,178		984		-16.5%		N/A				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,177		1,177		983		-16.5%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		582		-6.6%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		582		-6.6%		N/A

								%		52.9%		52.9%		59.2%												%		52.9%		52.9%		59.2%

				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,128		27,571		-8.6%		-5.3%				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,127		27,571		-8.6%		-5.3%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,736		8,485		8,428		-3.5%		-0.7%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,735		8,485		8,427		-3.5%		-0.7%

								%		29.0%		29.1%		30.6%												%		29.0%		29.1%		30.6%



												※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク																		※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク

												IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ																		IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ

												1,027																		1,027

												250																		250





事業分野別の状況(組替しない案)

				※数値は監査実績 スウチ カンサ ジッセキ

				■事業分野別の状況（計算用） ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ ケイサンヨウ																		■事業分野別の状況（表記用） ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ ヒョウキヨウ

																		（百万円） ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ

				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,978		27,950		26,588		-8.2%		-4.9%				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,977		27,950		26,587		-8.2%		-4.9%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%

								%		28.0%		28.1%		29.5%												%		28.0%		28.1%		29.5%

						SI		売上 ウリアゲ		8,346		8,346		6,970		-16.5%		N/A						SI		売上 ウリアゲ		8,345		8,345		6,970		-16.5%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,484		2,484		2,376		-4.4%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,484		2,484		2,375		-4.4%		N/A

								%		29.8%		29.8%		34.1%												%		29.8%		29.8%		34.1%

						サービス		売上 ウリアゲ		12,088		11,061		12,969		+7.3%		+17.2%						サービス		売上 ウリアゲ		12,088		11,060		12,969		+7.3%		+17.2%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,672		3,422		4,012		+9.3%		+17.2%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,672		3,421		4,012		+9.3%		+17.2%

								%		30.4%		30.9%		30.9%												%		30.4%		30.9%		30.9%

						システム		売上 ウリアゲ		8,544		8,544		6,648		-22.2%		N/A						システム		売上 ウリアゲ		8,543		8,543		6,648		-22.2%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,956		1,956		1,457		-25.5%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,955		1,955		1,457		-25.5%		N/A

								%		22.9%		22.9%		21.9%												%		22.9%		22.9%		21.9%

				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,178		1,178		984		-16.5%		N/A				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,177		1,177		983		-16.5%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		582		-6.6%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		582		-6.6%		N/A

								%		52.9%		52.9%		59.2%												%		52.9%		52.9%		59.2%

				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,128		27,571		-8.6%		-5.3%				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,127		27,571		-8.6%		-5.3%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,736		8,485		8,428		-3.5%		-0.7%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,735		8,485		8,427		-3.5%		-0.7%

								%		29.0%		29.1%		30.6%												%		29.0%		29.1%		30.6%



												※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク																		※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク

												IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ																		IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ

												1,027																		1,027

												250																		250





キャッシュ・フローの状況



										（百万円） ヒャクマンエン

						2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		キャッシュ・フローの主要要因 シュヨウ ヨウイン

				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		267		730		税金等調整前当期純利益の増加
退職給付制度変更に伴う法人税支払いの減少 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ ゾウカ タイショク キュウフ セイド ヘンコウ トモナ ホウジンゼイ シハラ ゲンショウ

				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		-543		-14		投資有価証券の売却
無形固定資産の取得
（前年度は、子会社株式の取得による支出） トウシ ユウカ ショウケン バイキャク ムケイ コテイ シサン シュトク ゼンネンド コガイシャ カブシキ シュトク シシュツ

				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		-485		-525		配当金の支払い ハイトウキン シハラ





主な経営指標



				■主な経営指標 オモ ケイエイ シヒョウ



						2021年3月期
上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ

				売上高総利益率 ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		29.0%		30.6%		+1.6%pt

				売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		4.8%		6.1%		+1.3%pt

				1株当たり当期純利益（円） カブ ア トウキ ジュンリエキ エン		61.1		77.9		+1680.0%pt				←経理資料の「212Q‗平均株式.xlsx」参照 ケイリ シリョウ ヘイキン カブシキ サンショウ

				フリーキャッシュ・フロー（百万円） ヒャクマンエン		-276		716

				1株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		26		26		+0.0%pt

								※ フリーキャッシュ・フロー ＝ 営業活動によるキャッシュ・フロー ＋ 投資活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ トウシ カツドウ













業績見通し(シンプル)



				■通期業績見通し（計算用） ツウキ ギョウセキ ミトオ ケイサンヨウ																■通期業績見通し（表記用） ツウキ ギョウセキ ミトオ ヒョウキヨウ

																（百万円） ヒャクマンエン																（百万円） ヒャクマンエン

								2021年3月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2021年3月期
（i-Learning除く） ネン ガツ キ ノゾ				2022年3月期
通期業績予想 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ヨソウ		対前期比 タイ ゼンキ ヒ								2021年3月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2021年3月期
（i-Learning除く） ネン ガツ キ ノゾ				2022年3月期
通期業績予想 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ヨソウ		対前期比 タイ ゼンキ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				60,042		58,463				58,500		-2.6%				売上高 ウリアゲ ダカ				60,042		58,463				58,500		-2.6%



				営業利益 エイギョウ リエキ				2,604		2,670				2,800		+7.5%				営業利益 エイギョウ リエキ				2,603		2,670				2,800		+7.5%

								4.3%		4.6%				4.8%										4.3%		4.6%				4.8%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,726		2,784				2,850		+4.5%				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,726		2,784				2,850		+4.5%

								4.5%		4.8%				4.9%										4.5%		4.8%				4.9%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,932		1,982				1,900		-1.6%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,931		1,982				1,900		-1.6%

				(親会社株主に帰属
　する当期純利益) トウキ				3.2%		3.4%				3.2%						(親会社株主に帰属
　する当期純利益) トウキ				3.2%		3.4%				3.2%





業績見通し(IL丁寧)



				■通期業績見通し ツウキ ギョウセキ ミトオ																■通期業績見通し ツウキ ギョウセキ ミトオ

																（百万円） ヒャクマンエン																（百万円） ヒャクマンエン

								2021年3月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2021年3月期
（i-Learning除く） ネン ガツ キ ノゾ				2022年3月期
通期業績予想 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ヨソウ		対前期比 タイ ゼンキ ヒ								2021年3月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2021年3月期
（i-Learning除く） ネン ガツ キ ノゾ				2022年3月期
通期業績予想 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ヨソウ		対前期比 タイ ゼンキ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				60,042		58,463				58,500		-2.6%				売上高 ウリアゲ ダカ				60,042		58,463				58,500		-2.6%

				(i-Learning除く)				(58,463)								(+0.1%)				(i-Learning除く)				(58,463)								(+0.1%)

				営業利益 エイギョウ リエキ				2,604		2,670				2,800		+7.5%				営業利益 エイギョウ リエキ				2,603		2,670				2,800		+7.5%

								4.3%		4.6%				4.8%										4.3%		4.6%				4.8%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,726		2,784				2,850		+4.5%				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,726		2,784				2,850		+4.5%

								4.5%		4.8%				4.9%										4.5%		4.8%				4.9%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,932		1,982				1,900		-1.6%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,931		1,982				1,900		-1.6%

				(親会社株主に帰属
　する当期純利益) トウキ				3.2%		3.4%				3.2%						(親会社株主に帰属
　する当期純利益) トウキ				3.2%		3.4%				3.2%





配当



						2017年3月期 ネン ガツ キ		2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期 ネン ガツ キ		2021年3月期 ネン ガツ キ		2022年3月期
（予想） ネン ガツ キ ヨソウ

				中間配当 チュウカン ハイトウ		13.5		16.0		18.0		25.0		26.0		26.0

				期末配当 キマツ ハイトウ		13.5		16.0		18.0		25.0		24.0		26.0

				記念配当 キネン ハイトウ						10.0

				配当性向 ハイトウ セイコウ		35.9%		45.2%		43.2%		41.7%		41.6%		44.1%





































中間配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	16	18	25	26	26	期末配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	16	18	25	24	26	記念配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	10	配当性向	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	0.45200000000000001	0.432	0.41699999999999998	0.41599999999999998	0.441	











フォーカス売上利益

																																																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021年3月期 ネン ガツ キ																		2022年
3月期 ネン ガツ キ				2022年3月期 ネン ガツキ																																																		9/29現在 ゲンザイ

										１Ｑ		２Ｑ		上半期 カミハンキ		３Ｑ		３Ｑ累計 ルイケイ		４Ｑ		２Ｈ		年間 ネンカン				予算 ヨサン				１Ｑ実績 ジッセキ						２Ｑ見通し ミトオ						上半期見通し カミハンキ ミトオ						３Ｑ見通し						３Ｑ累計見通し ルイケイ						４Ｑ見通し						２Ｈ見通し						年間見通し ネンカン

										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ										対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン



		超高速開発 チョウコウソクカイハツ		JBCC		売上高 ウリアゲ ダカ				763		766		1,528		844		2,373		1,011		1,855		3,383				6,875				1,229		17.9%		+61.2%		1,380		20.1%		+80.3%		2,610		38.0%		+70.7%		1,690		24.6%		+100.3%		4,300		62.5%		+131.9%		1,795		26.1%		+77.7%		3,486		50.7%		+88.0%		6,096		88.7%		+80.2%

						総利益 ソウリエキ				312		317		629		308		937		389		697		1,326				2,779				475		17.1%		+52.2%		565		20.3%		+78.0%		1,039		37.4%		+65.2%		649		23.3%		+110.6%		1,688		60.7%		+142.2%		668		24.0%		+71.7%		1,316		47.4%		+88.9%		2,356		84.8%		+77.7%

						％				40.9%		41.4%		41.2%		36.5%		39.5%		38.5%		37.6%		39.2%				40.4%				38.6%						40.9%						39.8%						38.4%						39.3%						37.2%						37.8%						38.7%

				CIS		売上高 ウリアゲ ダカ				83		56		139		76		215		77		152		291				374				52		13.8%		-37.8%		55		14.6%		-3.0%		106		28.4%		-23.7%		49		13.0%		-36.0%		155		41.3%		+1.5%		44		11.8%		-42.5%		92		24.7%		-39.3%		199		53.1%		-31.8%

						総利益 ソウリエキ				33		14		47		32		79		31		63		110				158				21		13.2%		-37.4%		21		13.3%		+54.7%		42		26.5%		-10.7%		18		11.4%		-43.5%		60		37.9%		-5.1%		14		8.6%		-56.1%		32		20.1%		-49.7%		74		46.5%		-33.1%

						％				40.2%		24.2%		33.7%		42.3%		36.8%		40.8%		41.5%		37.8%				42.4%				40.5%						38.6%						39.5%						37.3%						38.8%						31.1%						34.4%						37.1%

				SOLNET		売上高 ウリアゲ ダカ				129		81		210		59		268		74		133		342				402				92		22.9%		-28.5%		96		23.8%		+18.4%		188		46.7%		-10.4%		98		24.3%		+66.1%		285		71.0%		+115.0%		91		22.7%		+23.2%		189		46.9%		+42.2%		376		93.7%		+10.0%

						総利益 ソウリエキ				49		28		78		17		94		23		40		118				142				32		22.5%		-35.3%		29		20.4%		+3.2%		61		42.9%		-21.3%		32		22.4%		+90.4%		93		65.3%		+131.3%		28		19.8%		+20.1%		60		42.2%		+49.4%		121		85.1%		+2.8%

						％				38.4%		34.8%		37.0%		28.4%		35.1%		31.6%		30.2%		34.4%				35.3%				34.7%						30.3%						32.5%						32.6%						32.5%						30.8%						31.7%						32.1%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				974		903		1,877		979		2,856		1,161		2,140		4,017				7,651				1,373		17.9%		+40.9%		1,531		20.0%		+69.5%		2,904		37.9%		+54.7%		1,837		24.0%		+87.7%		4,740		62.0%		+121.5%		1,931		25.2%		+66.3%		3,767		49.2%		+76.1%		6,671		87.2%		+66.1%				超高速開発 チョウコウソク カイハツ		1,877		超高速開発 チョウコウソク カイハツ		2,869		←実績 ジッセキ

						総利益 ソウリエキ				395		359		754		357		1,110		444		800		1,554				3,079				528		17.1%		+33.7%		615		20.0%		+71.3%		1,142		37.1%		+51.6%		699		22.7%		+95.8%		1,841		59.8%		+130.0%		710		23.0%		+60.0%		1,408		45.7%		+75.9%		2,551		82.8%		+64.1%				SI全体 ゼンタイ		7,488		SI全体 ゼンタイ		6,970		←実績 ジッセキ

						％				40.5%		39.8%		40.1%		36.5%		38.9%		38.2%		37.4%		38.7%				40.2%				38.4%						40.2%						39.3%						38.0%						38.8%						36.8%						37.4%						38.2%								それ以外 イガイ		5,610		それ以外 イガイ		4,101		←実績 ジッセキ

		SI全体売上高 ゼンタイ ウリアゲ ダカ								4,233		4,113		8,346														15,900				3,681						3,900						7,581

		SI全体に占める売上高割合 ゼンタイ シ ウリアゲ ダカ ワリアイ								23%		22%		22%														48%				37%						39%						38%



		クラウド		JBCC		売上高 ウリアゲ ダカ				411		447		858		507		1,366		571		1,079		1,937				2,780				634		22.8%		+54.2%		708		25.5%		+58.3%		1,342		48.3%		+56.4%		762		27.4%		+50.2%		2,104		75.7%		+95.1%		807		29.0%		+41.3%		1,569		56.4%		+45.5%		2,911		104.7%		+50.3%

						総利益 ソウリエキ				58		128		186		141		327		95		236		422				919				160		17.4%		+176.2%		174		19.0%		+35.7%		335		36.4%		+79.4%		197		21.4%		+39.8%		532		57.8%		+125.4%		204		22.2%		+115.1%		401		43.7%		+70.1%		736		80.1%		+74.2%

						％				14.1%		28.7%		21.7%		27.8%		24.0%		16.6%		21.9%		21.8%				33.1%				25.3%						24.6%						24.9%						25.9%						25.3%						25.3%						25.6%						25.3%

				CIS		売上高 ウリアゲ ダカ				5		3		8		8		16		5		13		22				48				11		21.9%		+110.1%		11		22.5%		+231.0%		21		44.4%		+157.8%		11		22.1%		+29.9%		32		66.5%		+137.3%		9		19.1%		+73.1%		20		41.2%		+46.9%		41		85.6%		+89.1%

						総利益 ソウリエキ				1		0		1		1		2		1		2		3				13				2		18.9%		+249.0%		3		21.0%		+561.8%		5		39.9%		+364.7%		2		18.7%		+139.3%		7		58.6%		+234.1%		2		12.9%		+33.3%		4		31.7%		+80.6%		9		71.5%		+173.9%

						％				13.7%		12.3%		13.2%		12.1%		12.7%		23.3%		16.5%		15.3%				26.5%				22.8%						24.7%						23.7%						22.4%						23.3%						18.0%						20.3%						22.1%

				SOLNET		売上高 ウリアゲ ダカ				22		37		59		41		99		28		69		128				103				13		13.0%		-39.2%		16		15.1%		-57.4%		29		28.1%		-50.6%		25		24.4%		-38.2%		54		52.5%		-21.4%		27		26.6%		-2.9%		53		51.0%		-23.8%		82		79.1%		-36.1%

						総利益 ソウリエキ				5		9		14		11		25		7		18		32				25				3		12.8%		-32.7%		4		16.6%		-54.0%		7		29.4%		-46.6%		5		21.3%		-51.6%		13		50.7%		-28.7%		8		29.8%		+9.8%		13		51.1%		-28.2%		20		80.6%		-36.2%

						％				22.0%		25.0%		23.9%		27.5%		25.3%		24.5%		26.2%		25.2%				24.6%				24.4%						27.0%						25.8%						21.5%						23.8%						27.7%						24.7%						25.1%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				438		487		925		556		1,482		605		1,161		2,086				2,931				658		22.5%		+50.2%		734		25.0%		+50.8%		1,392		47.5%		+50.5%		798		27.2%		+43.4%		2,190		74.7%		+88.7%		844		28.8%		+39.5%		1,641		56.0%		+41.4%		3,034		103.5%		+45.4%

						総利益 ソウリエキ				64		138		202		153		355		103		256		458				957				166		17.3%		+161.1%		181		18.9%		+31.2%		347		36.3%		+72.2%		205		21.4%		+33.8%		552		57.7%		+115.5%		213		22.3%		+107.0%		418		43.7%		+63.2%		765		80.0%		+67.2%

						％				14.5%		28.3%		21.8%		27.5%		23.9%		17.0%		22.1%		21.9%				32.7%				25.2%						24.7%						24.9%						25.7%						25.2%						25.3%						25.5%						25.2%



		セキュリティ		JBCC		売上高 ウリアゲ ダカ				779		814		1,593		845		2,438		898		1,743		3,336				3,611				910		25.2%		+16.8%		918		25.4%		+12.8%		1,828		50.6%		+14.7%		743		20.6%		-12.0%		2,571		71.2%		+47.5%		636		17.6%		-29.3%		1,379		38.2%		-20.9%		3,206		88.8%		-3.9%

						総利益 ソウリエキ				288		292		579		299		878		302		600		1,179				1,306				330		25.2%		+14.6%		347		26.6%		+19.1%		677		51.8%		+16.9%		274		21.0%		-8.3%		951		72.8%		+58.3%		230		17.6%		-23.8%		504		38.6%		-16.1%		1,180		90.4%		+0.1%

						％				36.9%		35.8%		36.3%		35.4%		36.0%		33.6%		34.4%		35.4%				36.2%				36.2%						37.8%						37.0%						36.9%						37.0%						36.2%						36.5%						36.8%

				JBS		売上高 ウリアゲ ダカ				190		200		390		209		599		370		579		969				1,192				219		18.4%		+15.0%		263		22.1%		+31.7%		482		40.4%		+23.6%		267		22.4%		+27.7%		748		62.8%		+29.2%		300		25.2%		-19.0%		567		47.5%		-2.1%		1,049		88.0%		+8.2%

						総利益 ソウリエキ				71		73		144		88		232		142		231		375				438				84		19.2%		+18.3%		105		24.0%		+43.8%		189		43.1%		+31.2%		124		28.4%		+41.0%		313		71.5%		+35.9%		120		27.5%		-15.4%		245		55.9%		+6.2%		434		99.0%		+15.8%

						％				37.3%		36.6%		36.9%		42.3%		38.8%		38.5%		39.8%		38.7%				36.8%				38.3%						40.0%						39.2%						46.7%						41.9%						40.1%						43.2%						41.4%

				CIS		売上高 ウリアゲ ダカ				29		43		72		100		173		85		185		257				375				214		57.0%		+625.2%		67		17.8%		+56.6%		281		74.8%		+289.1%		102		27.2%		+1.3%		382		102.0%		+106.5%		120		31.9%		+41.4%		222		59.1%		+19.7%		502		133.9%		+95.2%

						総利益 ソウリエキ				9		16		25		18		43		30		49		73				96				55		57.4%		+527.8%		23		23.5%		+41.9%		78		80.9%		+214.7%		24		24.6%		+28.6%		101		105.5%		+108.1%		31		32.3%		+2.3%		55		56.9%		+12.2%		133		137.8%		+80.4%

						％				29.8%		37.4%		34.3%		18.3%		25.0%		35.9%		26.3%		28.6%				25.7%				25.8%						33.9%						27.7%						23.2%						26.5%						25.9%						24.7%						26.4%

				SOLNET		売上高 ウリアゲ ダカ				27		23		50		38		88		64		102		152				197				47		23.9%		+74.1%		62		31.4%		+173.0%		109		55.3%		+119.2%		32		16.5%		-15.8%		141		71.7%		+38.4%		52		26.6%		-17.6%		85		43.0%		-16.9%		194		98.3%		+27.7%

						総利益 ソウリエキ				7		7		13		12		25		19		31		45				63				14		23.0%		+120.5%		20		32.0%		+201.9%		35		55.0%		+161.4%		12		19.6%		+2.5%		47		74.7%		+49.1%		11		18.0%		-41.8%		24		37.6%		-24.9%		58		92.7%		+30.3%

						％				24.4%		29.4%		26.7%		31.3%		28.7%		30.6%		30.9%		29.5%				31.9%				30.8%						32.5%						31.8%						38.0%						33.2%						21.6%						27.9%						30.1%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				432		459		891		507		1,398		552		1,060		1,950				5,375				567		10.6%		+31.3%		637		11.9%		+39.0%		1,205		22.4%		+35.3%		1,144		21.3%		+125.5%		3,843		71.5%		+262.6%		1,108		20.6%		+100.6%		2,252		41.9%		+112.5%		4,951		92.1%		+153.8%

						総利益 ソウリエキ				154		167		321		185		506		204		389		710				1,903				201		10.6%		+30.6%		251		13.2%		+50.7%		453		23.8%		+41.0%		434		22.8%		+134.8%		1,412		74.2%		+262.9%		393		20.6%		+92.3%		827		43.5%		+112.5%		1,805		94.8%		+154.2%

						％				35.7%		36.3%		36.0%		36.5%		36.2%		37.0%		36.7%		36.4%				35.4%				35.5%						39.4%						37.6%						38.0%						36.8%						35.4%						36.7%						36.5%



		Qanat Universe		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				4		6		10																		8				+111.8%		9				+61.5%		17				+81.3%				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						総利益 ソウリエキ				(11)		(13)		(24)																		4				-139.1%		3				-122.2%		7				-130.0%				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						％				-291.4%		-224.1%		-250.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				53.8%						30.9%						41.4%						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!





超高速開発	それ以外	1877.2017110000006	5610.4702890000008	

超高速開発	それ以外	2869.2904669999989	4100.9595330000011	



フォーカス受注確保高

																																																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021年3月期 ネン ガツ キ																		2022年
3月期 ネン ガツ キ				2022年3月期 ネン ガツ キ

										１Ｑ		２Ｑ		上半期 カミハンキ		３Ｑ		３Ｑ累計 ルイケイ		４Ｑ		２Ｈ		年間 ネンカン				予算 ヨサン				１Ｑ実績 ジッセキ						２Ｑ見通し ミトオ						上半期見通し カミハンキ						３Ｑ見通し						３Ｑ累計見通し ルイケイ						４Ｑ見通し						２Ｈ見通し						年間見通し ネンカン										見通し　A+B+C ミトオ										見通し　Cランク ミトオ								9/29現在 ゲンザイ

																																		対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン						２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		年間 ネンカン				２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		年間 ネンカン



		超高速開発 チョウコウソクカイハツ		受注高 ジュチュウ ダカ		JBCC				748		854		1,602		606		2,208		919		1,525		3,127				7,275				1,183		16.3%		+58.2%		1,510		20.8%		+76.8%		2,693		37.0%		+68.1%		2,121		29.2%		+250.1%		4,814		66.2%		+118.0%		1,955		26.9%		+112.7%		4,076		56.0%		+167.3%		6,769		93.0%		+116.5%						2,056		6,154		6,495		15,887				546		4,032		4,540		9,118

						CIS				78		44		123		72		195		82		154		277				394				70		17.7%		-10.6%		57		14.3%		+27.0%		126		32.1%		+3.0%		51		13.0%		-29.5%		177		45.0%		-9.0%		29		7.4%		-64.1%		80		20.4%		-47.9%		207		52.5%		-25.3%						57		80		33		240				0		29		4		33

						SOLNET				28		55		83		83		165		107		190		273				402				118		29.3%		+321.9%		116		28.9%		+112.3%		234		58.2%		+183.1%		67		16.6%		-19.1%		301		74.8%		+82.0%		101		25.1%		-6.1%		168		41.7%		-11.8%		402		99.9%		+47.3%						116		235		517		986				0		168		416		585

						合計 ゴウケイ				854		953		1,807		761		2,568		1,108		1,869		3,676				8,071				1,371		17.0%		+60.5%		1,682		20.8%		+76.5%		3,053		37.8%		+68.9%		2,239		27.7%		+194.2%		5,292		65.6%		+106.1%		2,085		25.8%		+88.1%		4,324		53.6%		+131.3%		7,377		91.4%		+100.7%						2,229		6,468		7,045		17,113				546		4,229		4,960		9,736



		クラウド		新規確保高 シンキ カクホダカ		JBCC				14		22		36		23		59		18		41		77				100				30		30.3%		+110.1%		33		32.5%		+49.8%		63		62.8%		+73.9%		26		26.4%		+16.4%		89		89.2%		+51.7%		12		12.4%		-32.8%		39		38.8%		-5.7%		102		101.6%		+31.5%						52		126		88		295				19		99		76		194

						CIS				0		0		0		0		0		1		1		1				6				1		9.2%		+239.8%		1		10.2%		+7927.2%		1		19.3%		+584.4%		0		0.0%		-100.0%		1		19.3%		+350.5%		0		3.7%		-67.2%		0		3.7%		-71.0%		1		23.0%		+48.5%						1		1		0		2				0		1		0		1

						SOLNET				0		0		0		0		1		0		0		1				7				1		11.4%		+215.4%		3		42.6%		- 		4		54.0%		+1393.7%		1		16.6%		+140.0%		5		70.5%		+570.9%		0		3.2%		- 		1		19.8%		+186.5%		5		73.8%		+601.5%						3		3		1		8				0		2		1		3

						合計 ゴウケイ				15		22		37		23		60		19		42		79				113				32		28.0%		+113.3%		36		32.0%		+66.2%		68		60.0%		+85.3%		28		24.4%		+18.5%		95		84.5%		+59.3%		13		11.4%		-32.8%		40		35.8%		-4.6%		108		95.8%		+37.0%						55		129		90		305				19		101		77		197



		セキュリティ		新規確保高 シンキ カクホダカ		JBCC				9		11		21		11		32		7		17		38				55				17		31.7%		+86.5%		19		34.6%		+66.0%		36		66.3%		+75.2%		14		25.2%		+29.7%		50		91.5%		+59.8%		8		14.6%		+18.8%		22		39.8%		+25.5%		58		106.1%		+52.5%						31		88		44		181				12		74		36		123

						JBS				7		0		7		2		9		1		4		11				18				5		25.2%		-34.8%		7		37.8%		+7787.4%		11		63.0%		+61.0%		3		16.2%		+37.9%		14		79.2%		+55.7%		2		12.8%		+54.6%		5		29.0%		+44.8%		17		92.0%		+55.5%						7		8		9		28				0		5		6		11

						CIS				0		0		0		0		1		0		0		1				3				0		13.2%		+97.9%		0		8.5%		+713.7%		1		21.7%		+181.4%		0		0.0%		-100.0%		1		21.7%		+6.7%		1		19.5%		+840.5%		1		19.5%		+32.7%		1		41.2%		+83.9%						0		0		1		2				0		0		0		0

						SOLNET				0		0		0		0		0		0		0		0				4				1		14.8%		+746.8%		1		29.0%		+1016.3%		2		43.8%		+907.9%		0		1.6%		-63.7%		2		45.5%		+415.2%		0		1.4%		-62.1%		0		3.0%		-63.0%		2		46.8%		+276.3%						1		1		1		3				0		1		1		1

						合計 ゴウケイ				17		12		28		13		42		8		22		50				80				23		28.7%		+38.5%		27		34.1%		+133.2%		50		62.8%		+77.7%		17		21.1%		+26.1%		67		83.8%		+61.1%		11		13.7%		+29.7%		28		34.8%		+27.5%		78		97.5%		+55.8%						39		97		54		213				12		80		43		135



		Qanat Universe 		契約本数 ケイヤク ホンスウ		JBCC				0		5		5		4		9		7		11		16				260				10		3.8%		- 		26		10.0%		- 		36		13.8%		- 		13		5.0%		- 		49		18.8%		- 		4		1.5%		- 		17		6.5%		- 		53		20.4%		- 						26		92		26		154				0		79		22		101

						JBAT				11		13		24		33		57		35		68		92				1,100				54		4.9%		- 		74		6.7%		- 		128		11.6%		- 		149		13.5%		- 		277		25.2%		- 		154		14.0%		- 		303		27.5%		- 		431		39.2%		- 						76		170		158		458				2		21		4		27

						CIS				0		0		0		0		0		0		0		0				20				0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 						0		0		0		0				0		0		0		0

						SOLNET				0		0		0		0		0		0		0		0				20				0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		1		5.0%		- 		1		5.0%		- 		1		5.0%		- 		2		10.0%		- 		2		10.0%		- 						1		4		4		9				1		3		3		7

						合計 ゴウケイ		5		11		18		29		37		66		42		79		108				1,400				64		4.6%		- 		100		7.1%		- 		164		11.7%		- 		163		11.6%		- 		327		23.4%		- 		159		11.4%		- 		322		23.0%		- 		486		34.7%		- 						103		266		188		621				3		103		29		135









フォーカス売上利益グラフ



		■重点事業分野HARMONIZE 分野別売上伸長状況 ジュウテン ジギョウ ブンヤ ブンヤ ベツ ウリアゲ シンチョウ ジョウキョウ



		売上高 ウリアゲ ダカ				（百万円） ヒャクマンエン

				2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		前年比 ゼンネン ヒ

		超高速開発 チョウコウソク カイハツ		1,877		2,904		54.7%

		クラウド		925		1,392		50.5%

		セキュリティ		891		1,205		35.3%



				2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ

		クラウド連携 レンケイ		10		17		81.3%



				2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ

		全体 ゼンタイ		3,703		5,518



2021年3月期 上半期	超高速開発	クラウド	セキュリティ	1877.2017110000006	925.19347400000026	890.6	2022年3月期 上半期	超高速開発	クラウド	セキュリティ	2903.5030219999999	1392.4102890000004	1204.7707169999958	







2021年3月期 上半期	クラウド連携	9.5970639999999996	2022年3月期 上半期	クラウド連携	17.399971999999998	







フォーカス売上利益グラフ (連結)



		■重点事業分野HARMONIZE 進捗状況（全体） ジュウテン ジギョウ ブンヤ シンチョク ジョウキョウ ゼンタイ



		売上高 ウリアゲ ダカ				（百万円） ヒャクマンエン

				売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		連結売上 レンケツ ウリアゲ		占める割合 シ ワリアイ		連結粗利 レンケツ アラリ		占める割合 シ ワリアイ

		2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		3,703		1,817		30,155		12.3%		8,485		21.4%



		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		5,518		2,475		27,571		20.0%		8,429		29.4%

				49.0%		36.2%















売上高	2021年3月期 上半期	2022年3月期 上半期	3702.5922490000007	5518.0839999999962	売上総利益	2021年3月期 上半期	2022年3月期 上半期	1817	2475.1999999999998	











株主還元について
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（参考） 2021年10月27日付開示 自己株式取得に係る決定事項の概要

・対象株式： 当社普通株式
・取得し得る株式の総数： 600,000株 （上限）

[自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 3.7%]
・株式の取得価額の総額： 1,000百万円 （上限）
・取得方法： 東京証券取引所における市場買付
・取得期間： 2021年10月28日から2022年3月24日まで

2020年3月期 2021年3月期
2022年3月期

（予想）

年間配当金 50円 50円 52円

配当金総額 813百万円 805百万円 827百万円

配当性向（連結） 41.7% 41.6% 43.6%

自己株式取得額 875百万円 － 1,000百万円

総還元性向（連結） 86.5% 41.6% 96.2%



（百万円）

売上高 60,042        58,500        -2.6%

営業利益 2,603          2,800          +7.5%

4.3% 4.8%

経常利益 2,726          2,850          +4.5%

4.5% 4.9%

当期純利益 1,931          1,900          -1.6%
(親会社株主に帰属
　する当期純利益)

3.2% 3.2%

2022年3月期
通期業績予想

対前期比
2021年3月期

実績
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2022年3月期 通期業績予想

※i-Learning 売上1,579百万円含む

※


事業概況

				※数値は監査前実績 スウチ カンサ マエ ジッセキ

				■上半期　業績概況（計算用） カミハンキ ギョウセキ ガイキョウ ケイサンヨウ																						■上半期　業績概況（表記用） カミハンキ ギョウセキ ガイキョウ ヒョウキ ヨウ

																		（百万円） ヒャクマンエン				（百万円） ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

								2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ガツ キ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ				2022年3月期
上半期
業績予想 ガツ キ カミハンキ ギョウセキ ヨソウ		進捗率 シンチョク リツ		通期業績予想 ツウキ ギョウセキ ヨソウ		進捗率 シンチョク リツ								2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ガツ キ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ				2022年3月期
上半期
業績予想 ガツ キ カミハンキ ギョウセキ ヨソウ		進捗率 シンチョク リツ



				売上高 ウリアゲ ダカ				30,155		27,571		-8.6%				28,500		96.7%		58,500		47.1%				売上高 ウリアゲ ダカ				30,155		27,571		-8.6%				28,500		96.7%

				営業利益 エイギョウ リエキ				1,437		1,669		+16.1%				1,350		123.6%		2,800		59.6%				営業利益 エイギョウ リエキ				1,436		1,668		+16.1%				1,350		123.6%

								4.8%		6.1%						4.7%				4.8%										4.8%		6.1%						4.7%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				1,484		1,779		+19.9%				1,370		129.8%		2,850		62.4%				経常利益 ケイジョウ リエキ				1,483		1,778		+19.9%				1,370		129.8%

								4.9%		6.5%						4.8%				4.9%										4.9%		6.5%						4.8%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				979		1,257		+28.4%				930		135.1%		1,900		66.2%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				979		1,256		+28.4%				930		135.1%

				（親会社株主に帰属
　する当期純利益） トウキ				3.2%		4.6%						3.3%				3.2%						（親会社株主に帰属
　する当期純利益） トウキ				3.2%		4.6%						3.3%





事業分野別の状況(組替版)

				※数値は監査前実績 スウチ カンサ マエ ジッセキ

				■事業分野別の状況（計算用） ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ ケイサンヨウ																		■事業分野別の状況（表記用） ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ ヒョウキヨウ

																		（百万円） ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ

				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,978		27,950		26,588		-8.2%		-4.9%				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,977		27,950		26,587		-8.2%		-4.9%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%

								%		28.0%		28.1%		29.5%												%		28.0%		28.1%		29.5%

						SI		売上 ウリアゲ		7,488		7,488		6,970		-6.9%		N/A						SI		売上 ウリアゲ		7,487		7,487		6,970		-6.9%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,275		2,275		2,376		+4.4%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,274		2,274		2,375		+4.4%		N/A

								%		30.4%		30.4%		34.1%												%		30.4%		30.4%		34.1%

						サービス		売上 ウリアゲ		12,946		11,919		12,969		+0.2%		+8.8%						サービス		売上 ウリアゲ		12,946		11,918		12,969		+0.2%		+8.8%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,882		3,631		4,012		+3.4%		+10.5%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,881		3,630		4,012		+3.4%		+10.5%

								%		30.0%		30.5%		30.9%												%		30.0%		30.5%		30.9%

						システム		売上 ウリアゲ		8,544		8,544		6,648		-22.2%		N/A						システム		売上 ウリアゲ		8,543		8,543		6,648		-22.2%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,956		1,956		1,457		-25.5%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,955		1,955		1,457		-25.5%		N/A

								%		22.9%		22.9%		21.9%												%		22.9%		22.9%		21.9%

				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,178		1,178		984		-16.5%		N/A				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,177		1,177		983		-16.5%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		582		-6.6%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		582		-6.6%		N/A

								%		52.9%		52.9%		59.2%												%		52.9%		52.9%		59.2%

				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,128		27,571		-8.6%		-5.3%				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,127		27,571		-8.6%		-5.3%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,736		8,485		8,428		-3.5%		-0.7%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,735		8,485		8,427		-3.5%		-0.7%

								%		29.0%		29.1%		30.6%												%		29.0%		29.1%		30.6%



												※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク																		※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク

												IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ																		IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ

												1,027																		1,027

												250																		250





事業分野別の状況(組替しない案)

				※数値は監査実績 スウチ カンサ ジッセキ

				■事業分野別の状況（計算用） ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ ケイサンヨウ																		■事業分野別の状況（表記用） ジギョウ ブンヤ ベツ ジョウキョウ ヒョウキヨウ

																		（百万円） ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ										2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2021年3月期
上半期
(i-Learning除く) ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ		[参考]
対前年同期比
(i-Learning除く) サンコウ タイ ゼンネン ドウキ ヒ

				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,978		27,950		26,588		-8.2%		-4.9%				情報ソリューション ジョウホウ				売上 ウリアゲ		28,977		27,950		26,587		-8.2%		-4.9%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,112		7,862		7,845		-3.3%		-0.2%

								%		28.0%		28.1%		29.5%												%		28.0%		28.1%		29.5%

						SI		売上 ウリアゲ		8,346		8,346		6,970		-16.5%		N/A						SI		売上 ウリアゲ		8,345		8,345		6,970		-16.5%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,484		2,484		2,376		-4.4%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		2,484		2,484		2,375		-4.4%		N/A

								%		29.8%		29.8%		34.1%												%		29.8%		29.8%		34.1%

						サービス		売上 ウリアゲ		12,088		11,061		12,969		+7.3%		+17.2%						サービス		売上 ウリアゲ		12,088		11,060		12,969		+7.3%		+17.2%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,672		3,422		4,012		+9.3%		+17.2%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		3,672		3,421		4,012		+9.3%		+17.2%

								%		30.4%		30.9%		30.9%												%		30.4%		30.9%		30.9%

						システム		売上 ウリアゲ		8,544		8,544		6,648		-22.2%		N/A						システム		売上 ウリアゲ		8,543		8,543		6,648		-22.2%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,956		1,956		1,457		-25.5%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,955		1,955		1,457		-25.5%		N/A

								%		22.9%		22.9%		21.9%												%		22.9%		22.9%		21.9%

				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,178		1,178		984		-16.5%		N/A				製品開発製造 セイヒン カイハツ セイゾウ				売上 ウリアゲ		1,177		1,177		983		-16.5%		N/A

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		582		-6.6%		N/A								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		623		623		582		-6.6%		N/A

								%		52.9%		52.9%		59.2%												%		52.9%		52.9%		59.2%

				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,128		27,571		-8.6%		-5.3%				合計 ゴウケイ				売上 ウリアゲ		30,155		29,127		27,571		-8.6%		-5.3%

								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,736		8,485		8,428		-3.5%		-0.7%								売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,735		8,485		8,427		-3.5%		-0.7%

								%		29.0%		29.1%		30.6%												%		29.0%		29.1%		30.6%



												※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク																		※i-Lerning売上1,027、売上総利益250含む ウリアゲ ウリアゲ ソウリエキ フク

												IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ																		IL売上/粗利 ウリアゲ アラリ

												1,027																		1,027

												250																		250





キャッシュ・フローの状況



										（百万円） ヒャクマンエン

						2021年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツキ カミハンキ		キャッシュ・フローの主要要因 シュヨウ ヨウイン

				営業活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ		267

				投資活動によるキャッシュ・フロー トウシ カツドウ		-543

				財務活動によるキャッシュ・フロー ザイム カツドウ		-485





主な経営指標



				■主な経営指標 オモ ケイエイ シヒョウ



						2021年3月期
上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期
上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		対前年
同期比 タイ ゼンネン ドウキ ヒ

				売上高総利益率 ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		29.0%		30.6%		+1.6%pt

				売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ		4.8%		6.1%		+1.3%pt

				1株当たり当期純利益（円） カブ ア トウキ ジュンリエキ エン		66.4		77.9		+1147.0%pt				←経理資料の「212Q‗平均株式.xlsx」参照 ケイリ シリョウ ヘイキン カブシキ サンショウ

				フリーキャッシュ・フロー（百万円） ヒャクマンエン		-276

				1株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		26		26		+0.0%pt

								※ フリーキャッシュ・フロー ＝ 営業活動によるキャッシュ・フロー ＋ 投資活動によるキャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ トウシ カツドウ













業績見通し(シンプル)



				■通期業績見通し（計算用） ツウキ ギョウセキ ミトオ ケイサンヨウ																■通期業績見通し（表記用） ツウキ ギョウセキ ミトオ ヒョウキヨウ

																（百万円） ヒャクマンエン																（百万円） ヒャクマンエン

								2021年3月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2021年3月期
（i-Learning除く） ネン ガツ キ ノゾ				2022年3月期
通期業績予想 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ヨソウ		対前期比 タイ ゼンキ ヒ								2021年3月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2021年3月期
（i-Learning除く） ネン ガツ キ ノゾ				2022年3月期
通期業績予想 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ヨソウ		対前期比 タイ ゼンキ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				60,042		58,463				58,500		-2.6%				売上高 ウリアゲ ダカ				60,042		58,463				58,500		-2.6%



				営業利益 エイギョウ リエキ				2,604		2,670				2,800		+7.5%				営業利益 エイギョウ リエキ				2,603		2,670				2,800		+7.5%

								4.3%		4.6%				4.8%										4.3%		4.6%				4.8%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,726		2,784				2,850		+4.5%				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,726		2,784				2,850		+4.5%

								4.5%		4.8%				4.9%										4.5%		4.8%				4.9%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,932		1,982				1,900		-1.6%				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,931		1,982				1,900		-1.6%

				(親会社株主に帰属
　する当期純利益) トウキ				3.2%		3.4%				3.2%						(親会社株主に帰属
　する当期純利益) トウキ				3.2%		3.4%				3.2%





業績見通し(IL丁寧)



				■通期業績見通し ツウキ ギョウセキ ミトオ

																（百万円） ヒャクマンエン

								2021年3月期
実績 ネン ガツ キ ジッセキ		2021年3月期
（i-Learning除く） ネン ガツ キ ノゾ				2022年3月期
通期業績予想 ネン ガツ キ ツウキ ギョウセキ ヨソウ		対前期比 タイ ゼンキ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				60,042		58,463				58,500		-2.6%

				(i-Learning除く)				(58,463)								(+0.1%)

				営業利益 エイギョウ リエキ				2,603		2,670				2,800		+7.6%

								4.3%		4.6%				4.8%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				2,726		2,784				2,850		+4.5%

								4.5%		4.8%				4.9%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,931		1,982				1,900		-1.6%

				(親会社株主に帰属
　する当期純利益) トウキ				3.2%		3.4%				3.2%





配当



						2017年3月期 ネン ガツ キ		2018年3月期 ネン ガツ キ		2019年3月期 ネン ガツ キ		2020年3月期 ネン ガツ キ		2021年3月期 ネン ガツ キ		2022年3月期
（予想） ネン ガツ キ ヨソウ

				中間配当 チュウカン ハイトウ		13.5		16.0		18.0		25.0		26.0		26.0

				期末配当 キマツ ハイトウ		13.5		16.0		18.0		25.0		24.0		26.0

				記念配当 キネン ハイトウ						10.0

				配当性向 ハイトウ セイコウ		35.9%		45.2%		43.2%		41.7%		41.6%		44.1%





































中間配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	16	18	25	26	26	期末配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	16	18	25	24	26	記念配当	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	10	配当性向	

2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期	2022年3月期	
（予想）	0.45200000000000001	0.432	0.41699999999999998	0.41599999999999998	0.441	











フォーカス売上利益

																																																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021年3月期 ネン ガツ キ																		2022年
3月期 ネン ガツ キ				2022年3月期 ネン ガツキ																																																		9/29現在 ゲンザイ

										１Ｑ		２Ｑ		上半期 カミハンキ		３Ｑ		３Ｑ累計 ルイケイ		４Ｑ		２Ｈ		年間 ネンカン				予算 ヨサン				１Ｑ実績 ジッセキ						２Ｑ見通し ミトオ						上半期見通し カミハンキ ミトオ						３Ｑ見通し						３Ｑ累計見通し ルイケイ						４Ｑ見通し						２Ｈ見通し						年間見通し ネンカン

										実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		実績 ジッセキ										対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン



		超高速開発 チョウコウソクカイハツ		JBCC		売上高 ウリアゲ ダカ				763		766		1,528		844		2,373		1,011		1,855		3,383				6,875				1,229		17.9%		+61.2%		1,380		20.1%		+80.3%		2,610		38.0%		+70.7%		1,690		24.6%		+100.3%		4,300		62.5%		+131.9%		1,795		26.1%		+77.7%		3,486		50.7%		+88.0%		6,096		88.7%		+80.2%

						総利益 ソウリエキ				312		317		629		308		937		389		697		1,326				2,779				475		17.1%		+52.2%		565		20.3%		+78.0%		1,039		37.4%		+65.2%		649		23.3%		+110.6%		1,688		60.7%		+142.2%		668		24.0%		+71.7%		1,316		47.4%		+88.9%		2,356		84.8%		+77.7%

						％				40.9%		41.4%		41.2%		36.5%		39.5%		38.5%		37.6%		39.2%				40.4%				38.6%						40.9%						39.8%						38.4%						39.3%						37.2%						37.8%						38.7%

				CIS		売上高 ウリアゲ ダカ				83		56		139		76		215		77		152		291				374				52		13.8%		-37.8%		55		14.6%		-3.0%		106		28.4%		-23.7%		49		13.0%		-36.0%		155		41.3%		+1.5%		44		11.8%		-42.5%		92		24.7%		-39.3%		199		53.1%		-31.8%

						総利益 ソウリエキ				33		14		47		32		79		31		63		110				158				21		13.2%		-37.4%		21		13.3%		+54.7%		42		26.5%		-10.7%		18		11.4%		-43.5%		60		37.9%		-5.1%		14		8.6%		-56.1%		32		20.1%		-49.7%		74		46.5%		-33.1%

						％				40.2%		24.2%		33.7%		42.3%		36.8%		40.8%		41.5%		37.8%				42.4%				40.5%						38.6%						39.5%						37.3%						38.8%						31.1%						34.4%						37.1%

				SOLNET		売上高 ウリアゲ ダカ				129		81		210		59		268		74		133		342				402				92		22.9%		-28.5%		96		23.8%		+18.4%		188		46.7%		-10.4%		98		24.3%		+66.1%		285		71.0%		+115.0%		91		22.7%		+23.2%		189		46.9%		+42.2%		376		93.7%		+10.0%

						総利益 ソウリエキ				49		28		78		17		94		23		40		118				142				32		22.5%		-35.3%		29		20.4%		+3.2%		61		42.9%		-21.3%		32		22.4%		+90.4%		93		65.3%		+131.3%		28		19.8%		+20.1%		60		42.2%		+49.4%		121		85.1%		+2.8%

						％				38.4%		34.8%		37.0%		28.4%		35.1%		31.6%		30.2%		34.4%				35.3%				34.7%						30.3%						32.5%						32.6%						32.5%						30.8%						31.7%						32.1%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				974		903		1,877		979		2,856		1,161		2,140		4,017				7,651				1,373		17.9%		+40.9%		1,531		20.0%		+69.5%		2,904		37.9%		+54.7%		1,837		24.0%		+87.7%		4,740		62.0%		+121.5%		1,931		25.2%		+66.3%		3,767		49.2%		+76.1%		6,671		87.2%		+66.1%				超高速開発 チョウコウソク カイハツ		1,877		超高速開発 チョウコウソク カイハツ		2,869		←実績 ジッセキ

						総利益 ソウリエキ				395		359		754		357		1,110		444		800		1,554				3,079				528		17.1%		+33.7%		615		20.0%		+71.3%		1,142		37.1%		+51.6%		699		22.7%		+95.8%		1,841		59.8%		+130.0%		710		23.0%		+60.0%		1,408		45.7%		+75.9%		2,551		82.8%		+64.1%				SI全体 ゼンタイ		7,488		SI全体 ゼンタイ		7,621		←実績 ジッセキ

						％				40.5%		39.8%		40.1%		36.5%		38.9%		38.2%		37.4%		38.7%				40.2%				38.4%						40.2%						39.3%						38.0%						38.8%						36.8%						37.4%						38.2%								それ以外 イガイ		5,610		それ以外 イガイ		4,752		←実績 ジッセキ

		SI全体売上高 ゼンタイ ウリアゲ ダカ								4,233		4,113		8,346														15,900				3,681						3,900						7,581

		SI全体に占める売上高割合 ゼンタイ シ ウリアゲ ダカ ワリアイ								23%		22%		22%														48%				37%						39%						38%



		クラウド		JBCC		売上高 ウリアゲ ダカ				411		447		858		507		1,366		571		1,079		1,937				2,780				634		22.8%		+54.2%		708		25.5%		+58.3%		1,342		48.3%		+56.4%		762		27.4%		+50.2%		2,104		75.7%		+95.1%		807		29.0%		+41.3%		1,569		56.4%		+45.5%		2,911		104.7%		+50.3%

						総利益 ソウリエキ				58		128		186		141		327		95		236		422				919				160		17.4%		+176.2%		174		19.0%		+35.7%		335		36.4%		+79.4%		197		21.4%		+39.8%		532		57.8%		+125.4%		204		22.2%		+115.1%		401		43.7%		+70.1%		736		80.1%		+74.2%

						％				14.1%		28.7%		21.7%		27.8%		24.0%		16.6%		21.9%		21.8%				33.1%				25.3%						24.6%						24.9%						25.9%						25.3%						25.3%						25.6%						25.3%

				CIS		売上高 ウリアゲ ダカ				5		3		8		8		16		5		13		22				48				11		21.9%		+110.1%		11		22.5%		+231.0%		21		44.4%		+157.8%		11		22.1%		+29.9%		32		66.5%		+137.3%		9		19.1%		+73.1%		20		41.2%		+46.9%		41		85.6%		+89.1%

						総利益 ソウリエキ				1		0		1		1		2		1		2		3				13				2		18.9%		+249.0%		3		21.0%		+561.8%		5		39.9%		+364.7%		2		18.7%		+139.3%		7		58.6%		+234.1%		2		12.9%		+33.3%		4		31.7%		+80.6%		9		71.5%		+173.9%

						％				13.7%		12.3%		13.2%		12.1%		12.7%		23.3%		16.5%		15.3%				26.5%				22.8%						24.7%						23.7%						22.4%						23.3%						18.0%						20.3%						22.1%

				SOLNET		売上高 ウリアゲ ダカ				22		37		59		41		99		28		69		128				103				13		13.0%		-39.2%		16		15.1%		-57.4%		29		28.1%		-50.6%		25		24.4%		-38.2%		54		52.5%		-21.4%		27		26.6%		-2.9%		53		51.0%		-23.8%		82		79.1%		-36.1%

						総利益 ソウリエキ				5		9		14		11		25		7		18		32				25				3		12.8%		-32.7%		4		16.6%		-54.0%		7		29.4%		-46.6%		5		21.3%		-51.6%		13		50.7%		-28.7%		8		29.8%		+9.8%		13		51.1%		-28.2%		20		80.6%		-36.2%

						％				22.0%		25.0%		23.9%		27.5%		25.3%		24.5%		26.2%		25.2%				24.6%				24.4%						27.0%						25.8%						21.5%						23.8%						27.7%						24.7%						25.1%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				438		487		925		556		1,482		605		1,161		2,086				2,931				658		22.5%		+50.2%		734		25.0%		+50.8%		1,392		47.5%		+50.5%		798		27.2%		+43.4%		2,190		74.7%		+88.7%		844		28.8%		+39.5%		1,641		56.0%		+41.4%		3,034		103.5%		+45.4%

						総利益 ソウリエキ				64		138		202		153		355		103		256		458				957				166		17.3%		+161.1%		181		18.9%		+31.2%		347		36.3%		+72.2%		205		21.4%		+33.8%		552		57.7%		+115.5%		213		22.3%		+107.0%		418		43.7%		+63.2%		765		80.0%		+67.2%

						％				14.5%		28.3%		21.8%		27.5%		23.9%		17.0%		22.1%		21.9%				32.7%				25.2%						24.7%						24.9%						25.7%						25.2%						25.3%						25.5%						25.2%



		セキュリティ		JBCC		売上高 ウリアゲ ダカ				779		814		1,593		845		2,438		898		1,743		3,336				3,611				910		25.2%		+16.8%		918		25.4%		+12.8%		1,828		50.6%		+14.7%		743		20.6%		-12.0%		2,571		71.2%		+47.5%		636		17.6%		-29.3%		1,379		38.2%		-20.9%		3,206		88.8%		-3.9%

						総利益 ソウリエキ				288		292		579		299		878		302		600		1,179				1,306				330		25.2%		+14.6%		347		26.6%		+19.1%		677		51.8%		+16.9%		274		21.0%		-8.3%		951		72.8%		+58.3%		230		17.6%		-23.8%		504		38.6%		-16.1%		1,180		90.4%		+0.1%

						％				36.9%		35.8%		36.3%		35.4%		36.0%		33.6%		34.4%		35.4%				36.2%				36.2%						37.8%						37.0%						36.9%						37.0%						36.2%						36.5%						36.8%

				JBS		売上高 ウリアゲ ダカ				190		200		390		209		599		370		579		969				1,192				219		18.4%		+15.0%		263		22.1%		+31.7%		482		40.4%		+23.6%		267		22.4%		+27.7%		748		62.8%		+29.2%		300		25.2%		-19.0%		567		47.5%		-2.1%		1,049		88.0%		+8.2%

						総利益 ソウリエキ				71		73		144		88		232		142		231		375				438				84		19.2%		+18.3%		105		24.0%		+43.8%		189		43.1%		+31.2%		124		28.4%		+41.0%		313		71.5%		+35.9%		120		27.5%		-15.4%		245		55.9%		+6.2%		434		99.0%		+15.8%

						％				37.3%		36.6%		36.9%		42.3%		38.8%		38.5%		39.8%		38.7%				36.8%				38.3%						40.0%						39.2%						46.7%						41.9%						40.1%						43.2%						41.4%

				CIS		売上高 ウリアゲ ダカ				29		43		72		100		173		85		185		257				375				214		57.0%		+625.2%		67		17.8%		+56.6%		281		74.8%		+289.1%		102		27.2%		+1.3%		382		102.0%		+106.5%		120		31.9%		+41.4%		222		59.1%		+19.7%		502		133.9%		+95.2%

						総利益 ソウリエキ				9		16		25		18		43		30		49		73				96				55		57.4%		+527.8%		23		23.5%		+41.9%		78		80.9%		+214.7%		24		24.6%		+28.6%		101		105.5%		+108.1%		31		32.3%		+2.3%		55		56.9%		+12.2%		133		137.8%		+80.4%

						％				29.8%		37.4%		34.3%		18.3%		25.0%		35.9%		26.3%		28.6%				25.7%				25.8%						33.9%						27.7%						23.2%						26.5%						25.9%						24.7%						26.4%

				SOLNET		売上高 ウリアゲ ダカ				27		23		50		38		88		64		102		152				197				47		23.9%		+74.1%		62		31.4%		+173.0%		109		55.3%		+119.2%		32		16.5%		-15.8%		141		71.7%		+38.4%		52		26.6%		-17.6%		85		43.0%		-16.9%		194		98.3%		+27.7%

						総利益 ソウリエキ				7		7		13		12		25		19		31		45				63				14		23.0%		+120.5%		20		32.0%		+201.9%		35		55.0%		+161.4%		12		19.6%		+2.5%		47		74.7%		+49.1%		11		18.0%		-41.8%		24		37.6%		-24.9%		58		92.7%		+30.3%

						％				24.4%		29.4%		26.7%		31.3%		28.7%		30.6%		30.9%		29.5%				31.9%				30.8%						32.5%						31.8%						38.0%						33.2%						21.6%						27.9%						30.1%

				合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				432		459		891		507		1,398		552		1,060		1,950				5,375				567		10.6%		+31.3%		637		11.9%		+39.0%		1,205		22.4%		+35.3%		1,144		21.3%		+125.5%		3,843		71.5%		+262.6%		1,108		20.6%		+100.6%		2,252		41.9%		+112.5%		4,951		92.1%		+153.8%

						総利益 ソウリエキ				154		167		321		185		506		204		389		710				1,903				201		10.6%		+30.6%		251		13.2%		+50.7%		453		23.8%		+41.0%		434		22.8%		+134.8%		1,412		74.2%		+262.9%		393		20.6%		+92.3%		827		43.5%		+112.5%		1,805		94.8%		+154.2%

						％				35.7%		36.3%		36.0%		36.5%		36.2%		37.0%		36.7%		36.4%				35.4%				35.5%						39.4%						37.6%						38.0%						36.8%						35.4%						36.7%						36.5%



		Qanat Universe		合計 ゴウケイ		売上高 ウリアゲ ダカ				4		6		10																		8				+111.8%		9				+61.5%		17				+81.3%				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						総利益 ソウリエキ				(11)		(13)		(24)																		4				-139.1%		3				-122.2%		7				-130.0%				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						％				-291.4%		-224.1%		-250.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!				53.8%						30.9%						41.4%						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!





超高速開発	それ以外	1877.2017110000006	5610.4702890000008	

超高速開発	それ以外	2869.2904669999989	4751.5675330000013	



フォーカス受注確保高

																																																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

										2021年3月期 ネン ガツ キ																		2022年
3月期 ネン ガツ キ				2022年3月期 ネン ガツ キ

										１Ｑ		２Ｑ		上半期 カミハンキ		３Ｑ		３Ｑ累計 ルイケイ		４Ｑ		２Ｈ		年間 ネンカン				予算 ヨサン				１Ｑ実績 ジッセキ						２Ｑ見通し ミトオ						上半期見通し カミハンキ						３Ｑ見通し						３Ｑ累計見通し ルイケイ						４Ｑ見通し						２Ｈ見通し						年間見通し ネンカン										見通し　A+B+C ミトオ										見通し　Cランク ミトオ								9/29現在 ゲンザイ

																																		対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン				対予算 タイヨサン		対前年 タイゼンネン						２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		年間 ネンカン				２Ｑ		３Ｑ		４Ｑ		年間 ネンカン



		超高速開発 チョウコウソクカイハツ		受注高 ジュチュウ ダカ		JBCC				748		854		1,602		606		2,208		919		1,525		3,127				7,275				1,183		16.3%		+58.2%		1,510		20.8%		+76.8%		2,693		37.0%		+68.1%		2,121		29.2%		+250.1%		4,814		66.2%		+118.0%		1,955		26.9%		+112.7%		4,076		56.0%		+167.3%		6,769		93.0%		+116.5%						2,056		6,154		6,495		15,887				546		4,032		4,540		9,118

						CIS				78		44		123		72		195		82		154		277				394				70		17.7%		-10.6%		57		14.3%		+27.0%		126		32.1%		+3.0%		51		13.0%		-29.5%		177		45.0%		-9.0%		29		7.4%		-64.1%		80		20.4%		-47.9%		207		52.5%		-25.3%						57		80		33		240				0		29		4		33

						SOLNET				28		55		83		83		165		107		190		273				402				118		29.3%		+321.9%		116		28.9%		+112.3%		234		58.2%		+183.1%		67		16.6%		-19.1%		301		74.8%		+82.0%		101		25.1%		-6.1%		168		41.7%		-11.8%		402		99.9%		+47.3%						116		235		517		986				0		168		416		585

						合計 ゴウケイ				854		953		1,807		761		2,568		1,108		1,869		3,676				8,071				1,371		17.0%		+60.5%		1,682		20.8%		+76.5%		3,053		37.8%		+68.9%		2,239		27.7%		+194.2%		5,292		65.6%		+106.1%		2,085		25.8%		+88.1%		4,324		53.6%		+131.3%		7,377		91.4%		+100.7%						2,229		6,468		7,045		17,113				546		4,229		4,960		9,736



		クラウド		新規確保高 シンキ カクホダカ		JBCC				14		22		36		23		59		18		41		77				100				30		30.3%		+110.1%		33		32.5%		+49.8%		63		62.8%		+73.9%		26		26.4%		+16.4%		89		89.2%		+51.7%		12		12.4%		-32.8%		39		38.8%		-5.7%		102		101.6%		+31.5%						52		126		88		295				19		99		76		194

						CIS				0		0		0		0		0		1		1		1				6				1		9.2%		+239.8%		1		10.2%		+7927.2%		1		19.3%		+584.4%		0		0.0%		-100.0%		1		19.3%		+350.5%		0		3.7%		-67.2%		0		3.7%		-71.0%		1		23.0%		+48.5%						1		1		0		2				0		1		0		1

						SOLNET				0		0		0		0		1		0		0		1				7				1		11.4%		+215.4%		3		42.6%		- 		4		54.0%		+1393.7%		1		16.6%		+140.0%		5		70.5%		+570.9%		0		3.2%		- 		1		19.8%		+186.5%		5		73.8%		+601.5%						3		3		1		8				0		2		1		3

						合計 ゴウケイ				15		22		37		23		60		19		42		79				113				32		28.0%		+113.3%		36		32.0%		+66.2%		68		60.0%		+85.3%		28		24.4%		+18.5%		95		84.5%		+59.3%		13		11.4%		-32.8%		40		35.8%		-4.6%		108		95.8%		+37.0%						55		129		90		305				19		101		77		197



		セキュリティ		新規確保高 シンキ カクホダカ		JBCC				9		11		21		11		32		7		17		38				55				17		31.7%		+86.5%		19		34.6%		+66.0%		36		66.3%		+75.2%		14		25.2%		+29.7%		50		91.5%		+59.8%		8		14.6%		+18.8%		22		39.8%		+25.5%		58		106.1%		+52.5%						31		88		44		181				12		74		36		123

						JBS				7		0		7		2		9		1		4		11				18				5		25.2%		-34.8%		7		37.8%		+7787.4%		11		63.0%		+61.0%		3		16.2%		+37.9%		14		79.2%		+55.7%		2		12.8%		+54.6%		5		29.0%		+44.8%		17		92.0%		+55.5%						7		8		9		28				0		5		6		11

						CIS				0		0		0		0		1		0		0		1				3				0		13.2%		+97.9%		0		8.5%		+713.7%		1		21.7%		+181.4%		0		0.0%		-100.0%		1		21.7%		+6.7%		1		19.5%		+840.5%		1		19.5%		+32.7%		1		41.2%		+83.9%						0		0		1		2				0		0		0		0

						SOLNET				0		0		0		0		0		0		0		0				4				1		14.8%		+746.8%		1		29.0%		+1016.3%		2		43.8%		+907.9%		0		1.6%		-63.7%		2		45.5%		+415.2%		0		1.4%		-62.1%		0		3.0%		-63.0%		2		46.8%		+276.3%						1		1		1		3				0		1		1		1

						合計 ゴウケイ				17		12		28		13		42		8		22		50				80				23		28.7%		+38.5%		27		34.1%		+133.2%		50		62.8%		+77.7%		17		21.1%		+26.1%		67		83.8%		+61.1%		11		13.7%		+29.7%		28		34.8%		+27.5%		78		97.5%		+55.8%						39		97		54		213				12		80		43		135



		Qanat Universe 		契約本数 ケイヤク ホンスウ		JBCC				0		5		5		4		9		7		11		16				260				10		3.8%		- 		26		10.0%		- 		36		13.8%		- 		13		5.0%		- 		49		18.8%		- 		4		1.5%		- 		17		6.5%		- 		53		20.4%		- 						26		92		26		154				0		79		22		101

						JBAT				11		13		24		33		57		35		68		92				1,100				54		4.9%		- 		74		6.7%		- 		128		11.6%		- 		149		13.5%		- 		277		25.2%		- 		154		14.0%		- 		303		27.5%		- 		431		39.2%		- 						76		170		158		458				2		21		4		27

						CIS				0		0		0		0		0		0		0		0				20				0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 						0		0		0		0				0		0		0		0

						SOLNET				0		0		0		0		0		0		0		0				20				0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		0		0.0%		- 		1		5.0%		- 		1		5.0%		- 		1		5.0%		- 		2		10.0%		- 		2		10.0%		- 						1		4		4		9				1		3		3		7

						合計 ゴウケイ		5		11		18		29		37		66		42		79		108				1,400				64		4.6%		- 		100		7.1%		- 		164		11.7%		- 		163		11.6%		- 		327		23.4%		- 		159		11.4%		- 		322		23.0%		- 		486		34.7%		- 						103		266		188		621				3		103		29		135









フォーカス売上利益グラフ



		■重点事業分野HARMONIZE 分野別売上伸長状況 ジュウテン ジギョウ ブンヤ ブンヤ ベツ ウリアゲ シンチョウ ジョウキョウ



		売上高 ウリアゲ ダカ				（百万円） ヒャクマンエン

				2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		前年比 ゼンネン ヒ

		超高速開発 チョウコウソク カイハツ		1,877		2,904		54.7%

		クラウド		925		1,392		50.5%

		セキュリティ		891		1,205		35.3%



				2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ

		クラウド連携 レンケイ		10		17		81.3%



				2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ

		全体 ゼンタイ		3,703		5,518



2021年3月期 上半期	超高速開発	クラウド	セキュリティ	1877.2017110000006	925.19347400000026	890.6	2022年3月期 上半期	超高速開発	クラウド	セキュリティ	2903.5030219999999	1392.4102890000004	1204.7707169999958	







2021年3月期 上半期	クラウド連携	9.5970639999999996	2022年3月期 上半期	クラウド連携	17.399971999999998	







フォーカス売上利益グラフ (連結)



		■重点事業分野HARMONIZE 進捗状況（全体） ジュウテン ジギョウ ブンヤ シンチョク ジョウキョウ ゼンタイ



		売上高 ウリアゲ ダカ				（百万円） ヒャクマンエン

				売上高 ウリアゲ ダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		連結売上 レンケツ ウリアゲ		占める割合 シ ワリアイ		連結粗利 レンケツ アラリ		占める割合 シ ワリアイ

		2021年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		3,703		1,817		30,155		12.3%		8,485		21.4%



		2022年3月期 上半期 ネン ガツ キ カミハンキ		5,518		2,475		27,571		20.0%		8,429		29.4%

				49.0%		36.2%















売上高	2021年3月期 上半期	2022年3月期 上半期	3702.5922490000007	5518.0839999999962	売上総利益	2021年3月期 上半期	2022年3月期 上半期	1817	2475.1999999999998	











2.中期経営計画 HARMONIZE 2023 進捗状況
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HARMONIZE概要

コラボレーション
ビジネスモデル
変革支援

業務変革ソリューション
コラボレーション
サービス

バリュークリエイターが、ビ
ジネスデザインからサービ
ス提供サイクルまで、一貫
したサービスをご提供

共創サービス

お客様や他社とのパート
ナーシップにより、実証実
験を通じた早期の新サー
ビスの立ち上げを実現

超高速開発

400以上の開発プロジェク
ト経験から生まれた、どこよ
りも早く、必ず成功に導く独
自のアジャイル開発手法

デジタル業務
ソリューション

お客様要件に合わせてカ
スタマイズした業務
ソリューションを月額料金
で素早く提供

SaaS

自社利用と2万社を超える
ITソリューション支援の経
験から、お客様に最適な組
み合わせのSaaSをご提供

クラウド連携
ソリューション

社内外のクラウド・サービ
スやオンプレミス・システ
ムの連携基盤をご提供

バリュークリエイト
サービス

IaaS

クラウド構成の最適化サー
ビス(Cloud 
Fitness/Health)、監視・管
理サービスで最適なクラウ
ド運用をご支援

セキュリティ

マルチクラウド環境構築の
豊富な実績をもとに提供
する一貫したクラウドセ
キュリティサービス

ポータルサービス

お客様とJBグループとのコ
ミュニケーションのプラット
フォームを提供。サービスや
コンテンツのお問い合わせ
窓口を一本化

コミュニティ

HARMONIZEを中心とし
た、企業でのITの活用に
役立つ情報をご提供

お客様のビジネスモデル
変革を一貫してご支援

お客様の業務変革を、
最適なソリューションでスピード実現

お客様との統一窓口で、
役立つ情報をご提供

お客様のインフラ変革を、
最適コストでおまかせ構築

プラットフォーム変革
ソリューション



60,042 58,500 60,000 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

2021年3月期

実績

2022年3月期

予想

2024年3月期

目標

2,603 
2,800 

3,300 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2021年3月期

実績

2022年3月期

予想

2024年3月期

目標

Copyright (C) JBCC Holdings Inc. All rights reserved.
13

中期経営計画 進捗状況

（百万円）

（百万円）

売上高

営業利益

27,571

1,668

47.1％

59.6％

上半期進捗

上半期進捗

HARMONIZE 2023

※i-Learning 売上1,579百万円含む

※



HARMONIZE 注力事業 進捗状況
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超高速開発

クラウド

セキュリティ

クラウド連携

SI全体に占める
超高速開発比率

2021年3月期
上半期

2022年3月期
上半期

売上高

売上高

925百万円 1,396百万円

891百万円 1,205百万円

+50.9％

70％

46％

42％

契約本数 34本 250本 10,000本

CAGR

比率

+35.3％

+52.8％

+635.3%

新規受注高

新規受注高

37百万円/月 68百万円/月 +86.0％

28百万円/月 51百万円/月 +78.8％

対前年同期比

売上高 2,869百万円1,877百万円

25%
41%

+69.8％受注高 3,069百万円1,807百万円

CAGR

2024年3月期
目標

※クラウド及びセキュリティの売上高・新規受注高はストック
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基幹システム刷新、独自のアジャイル開発で最速提供

超高速開発 – ＪＢグループの強み

• 実績 400社

• 開発期間1/2 の実現

• 独自の開発手法 「ＪＢアジャイル」

• DXの遅れ

• 2025年の崖、ERPパッケージ保守終了

• ローコード/ノーコード開発、内製化

• 高品質 : アセット化推進

• 同業種への横展開

• 超高速開発センター設立＆体制強化

社会環境、お客様の課題

業界リーダーとしての実力

価値向上への取り組み

※
グローバル展開
大手製造業 様

食品製造/卸売業 様
年商 3,000億円超

教育事業 様
横展開

大手流通スーパー様
年商 1,000億円超

受注企業

これまで公開事例
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クラウド – ＪＢグループの強み

検討段階から運用後も、継続して最適なクラウド環境を提案

• サービス提供 1,740社

• インフラクリニック実績 600社

Cloud Fitness/Health

社会環境、お客様の課題

実績にもとづく独自の手法

• クラウド未活用企業 約7割 *1

• クラウド市場 CAGR 18.4% *2

• DX人材は量・質ともに不足 約8割*1

• マルチ＆ハイブリッド対応

• 24/365セキュリティ付き運用サービス

• 運用後も継続した最適化提案

価値向上への取り組み

遠鉄グループ
情報システム企業 様

東証1部 独立系SI 様
年商 400億円超

採用実績

*1 : 独立行政法人情報処理推進機構 『DX白書 2021』
https://www.ipa.go.jp/ikc/publish/dx_hakusho.html

*2 :出典：IDC Japanプレスリリース「国内パブリッククラウドサービス市場予測を発表」（2021/10/4）
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prJPJ48263121

名南M＆A 様
SaaS連携
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セキュリティ – ＪＢグループの強み

“ゼロトラスト”を実現する全方位のマルチクラウドセキュリティ

• セキュリティ導入実績 1,100社

• リスクの可視化/診断サービス提供

• SOC による24/365運用

※ SOC：セキュリティオペレーションセンター

社会環境、お客様の課題

継続的な全方位のセキュリティ提案

• 性悪説のサイバー対策 “ゼロトラスト”

• マルチクラウド活用による情報分散

• テレワークの増加

• マルチクラウドセキュリティへの対応

• サブスク型のサービス提供

• 世界有数のセキュリティ資格

価値向上への取り組み

サービス業 様
従業員 1,000名

大手製造業 様
年商 1兆円超

採用実績

リース・レンタル業 様
マルチクラウド

ＩＴサービス 様
フルリモートワーク



※2014年～2020年に実施した大型基幹システム(開発期間10か月以上)の他社見積もり期間との比較平均値

期間1/2※で実現する基幹システム、鉄壁のフルクラウド

ビジネス変革を最速で実現するのは 「ＨＡＲＭＯＮＩＺＥ」。

あなたのＤＸに技術と熱い想いで共に挑みます。



お問い合わせ

ＪＢＣＣホールディングス株式会社
経営管理 [e-mail : ir@jbcc.co.jp]

・本資料は、当社の業績及び事業戦略に関する情報の提供を目的としたものであり、当社の株式の購入や売却を勧誘するものではありません。

・本資料に記載されている将来の動向や業績等に関する見通しは、リスクと不確定な要素を含んだ予測であり、将来の業績を保証するものではありません。
実際の業績は、様々な要因により見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

・本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。

資料についてのご注意
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