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売上高 前期比 営業利益 前期比 経常利益 前期比 純利益 前期比 EPS BPS 配当金

（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （円） （円） （円）

2011/2 8,833 13.7 3,233 34.6 3,466 42.7 1,905 41.3 55.6 180.2 27.40

2012/2 11,990 35.7 4,201 29.9 4,267 23.1 2,317 21.6 71.6 161.0 21.72

2013/2 CE 13,320 11.1 4,400 4.7 4,350 1.9 2,350 1.4 76.6 ― 22.97

2013/2 E 13,000 8.4 4,350 3.5 4,300 0.8 2,300 -0.7 74.7 214.0 22.42

2014/2 E 14,300 10.0 4,800 10.3 4,750 10.5 2,500 8.7 81.2 270.9 24.37

2015/2 E 16,800 17.5 6,000 25.0 5,950 25.3 3,000 20.0 97.5 339.1 29.25

決算期

1．会社の概要

・帳票出力用ミドルウェアや意思決定のための情報分析・チャート生成ア

プリ等の業務用パッケージソフトベンダー。システムインテグレータと提携

し、エンドユーザーを開拓している。

2．財務面の分析

・ROE、売上高営業利益率共に 30％超と高収益。

・会社予想では 2013/2 期に人員拡充などの先行投資で利益成長が踊り

場を迎えるが、中期的には 15/3 期に向け年率 15％の利益成長を想定。

3．非財務面の分析

・革新的なパッケージを開発し長期間に亘り回収するビジネスを選択。本

質的なニーズの把握と独自技術の開発で他社の追随を許さぬ知的資産

を保有。これがニッチ市場ながらトップブランドの確立に寄与している。

4．経営戦略の分析

・既存製品の収益力を維持しつつ、クラウド対応やグローバル化で成長を

図る戦略を選択。セールスフォースドットコムとの資本提携、ビッグデータ

対応等を進めている。グループ経営基盤の強化にも注力。

5．アナリストの評価

・クラウド対応、グローバル化等の中期戦略が奏功するには時間が必要と

見られるが、中期成長性は高いと判断。

・バリュエーションは類似会社に比べ予想PERや配当利回りからみて割安

と考えられる。同社の適正株価は、証券リサーチセンターの 14/2 期及び

15/2 期予想 EPS に PER14 倍を乗じた 1,100～1,300 円と判断した。

アナリスト：高坂 茂樹
+81（0）3-6858-3216
kousaka@stock-r.org

【主要指標】

株価 （円）

前期実績 今期予想 来期予想

PER （倍） 7.1 7.7 7.1

PBR （倍） 3.2 2.7 2.1

配当利回り （％） 4.3 3.9 4.2

【株価パフォーマンス】
1 カ月 3 カ月 6カ月

リターン （％） 3.0 0.8 -9.0
対TOPIX （％） 2.3 0.0 -1.4

17,732

発行済株式数 （株）

時価総額 （百万円）

34,768,172
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【株価パフォーマンス】
（円）

（注）相対株価は対TOPIX、基準は2012 /2/10

（注） CE：会社予想、E：証券リサ―チセンター予想、無印は実績。EPS、BPSの予想は13/2期・第 2四半期末の発行済株式数34,768 千

株から自己株式 3,998 千株を減じた株数で算出

【3644 １ｓｔホールディングス 業種：情報・通信業】

要旨
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（出所）2012/2 期決算短信

図表 1 事業別売上内訳

◆ 帳票出力ソフト等のパッケージソフト開発・保守を手掛ける

１ｓｔホールディングス株式会社（以下同社）は、企業等の業務シス

テムで処理されたデータを帳票として出力するためのミドルウェア

（注）や、収集された膨大な情報の処理・分析・レポート作成を支援

するツール等のパッケージソフトウェアの開発・販売・保守等を手掛

けている。帳票関連パッケージではトップベンダーと目される。

2012/2 期における売上高の内訳は、パッケージソフト（ソフトウェア

プロダクト）の開発・販売（2012/2 期売上構成比 46%）、保守（同 36%）、

その他（導入支援サービス等、同 4%）、セキュリティサービス（2011

年 3 月に買収した子会社バリオセキュア・ネットワークスが営む事業、

同 14%）となる（図表 1）。

ソフトウェアプロダクトには、帳票開発・出力ソフト「SVF」シリー

ズ（前期売上構成比 35%）をはじめ、ビジネスインテリジェンス（BI）

分野のアプリケーションソフトである、集計・分析・レポート支援ソ

フト「Dr.Sum EA」シリーズやスマートデバイスにも対応するチャー

ト作成アプリケーション等がある（図表 1、内側の円）。

同社の事業別セグメントは、パッケージソフトの開発・販売・保守・

その他の業務で構成されるソフトウェア事業とセキュリティサービ

ス事業の 2 つに分類される。セグメント別の売上高、営業利益の構成

は図表 2 の通りで、前者が主力事業（売上構成比 86%、全社共通費

用等考慮前の営業利益構成比 93%）である。

＞ 事業内容

パッケージソフトの開発・販

売及び保守が主力事業で、

帳票関連パッケージは首位

1．会社概要

図表 2 セグメント別の収益構成

帳票出力関連のミドルウェ

ア、情報分析用ソフトウェア

等が主力製品

（注）ミドルウェアは、オペレーテ

ィングシステム（OS）とアプリケー

ションシステムの中間に位置し、

OS で標準装備するほどではな

いが、多くのアプリケーションシス

テムに共通する機能を提供する

ソフトウェア。
（注）2012/2 期実績。営業利益の構成比、利益率は

全社共通費用等考慮前のセグメント合計値で算出
合があります。本レポートに掲載された情報の正確性・信頼性・完全性・妥

ものとします。
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◆ SVF は大企業向けに帳票のデザイン・主力

「SVF（Super Visual Formade）」シリーズは、大企業等が独自の帳票

を開発し、日々の業務で出力するのを支援するミドルウェアで、業務

アプリケーションのうち帳票関連部分を司るツールとして、システム

インテグレータ（以下 SI 企業）等を通じて提供される。

特徴は、1）帳票開発業務をプログラミングなしに短期間・低コスト

で行うパッケージ製品の良さを持ち、2）帳票デザインだけでなく、

マイクロソフトのサーバ用 OS や UNIX、Linux 等の多様なシステム

環境で利用可能な出力用ソフトウェアであり、3）主要メーカーのプ

リンタへの対応 4）、紙媒体でなく PDF（アドビ社の Portable Document

Format）ファイルや Web ブラウザへの出力機能も併せ持つ。

当該ソフトは、ミック経済研究所の「ビッグデータの活用を図るミド

ルウェアパッケージソフトの市場展望（運用・DB 編）2011 年度版」

において、帳票運用ツールの国内市場シェア（出荷金額）第 1 位とさ

れた。当該ソフトの主なユーザーは、多様な業務に合わせた独自の帳

票を必要とする大手民間企業や官公庁である。

◆ BI 関連ソフトは非定型の情報分析・レポート作成支援アプリ

「SVF」が定型的な情報出力をするのに対し、BI（Business Intelligence）

分野のアプリケーションソフトは、非定型のレポート作成を支援する

ためのアプリケーションである。業務システムで蓄積された膨大な情

報の集計・分析を専門部署だけに任せるのでなく、現場従業員が自席

の PC で、自らの業務に係る情報を多角的に分析し、ボトムアップで

意思決定に係れるよう、データのチャート等による可視化や要因分析

等を自由に、効率的に行うことを可能にするツールである。

「Dr.Sum EA」シリーズは蓄積された膨大なデータを高速で検索、多

次元集計する特許取得済みのデータベースエンジンを持ち、Web ブラ

ウザの分析だけでなく、表計算ソフト上でも大量のデータを用いた自

由な分析を行なえるインターフェイスを備えた情報分析・レポート作

成支援ソフト。社員の増加や利用部署の拡大等のクライアント PC の

増加に伴う追加コストが発生しないサーバライセンスでの提供方法

を採用し、コストパフォーマンスの高さもセールスポイントにしてい

る。

「MotionBoard」は、リアルタイムに収集される情報を可視化し、デ

ータに基づく業務活動を支援することを目的としており、スマートデ

バイス（スマートフォンやタブレット PC 等）の利用による現場作業

性も考慮したツールである。

これら BI 関連製品を販売する子会社ウイングは、日経コンピュータ

による第 17 回顧客満足度調査（2012 年 8 月 16 日号）の情報分析・

帳票関連パッケージのトップ

ベンダー。業務システムに組

み込まれて利用される

（注）帳票とは、ビジネスで必要

な物品の納品書や受領書、請

求書、申請書類、出荷指図書や

検品書、送り状等の伝票類であ

る。言い換えると企業等の業務

システムから定型的に出力され

る情報であり、一瞥で状況把握

が可能な視認性、業務毎の情報

システムへの対応等が帳票シス

テムには求められる。

BI 関連パッケージは現場レ

ベルの従業員までの意思決

定・提案を支援する情報分

析・レポート作成ソフト
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統括 ⇒ 開発 ⇒ 販売 ⇒ パートナー ⇒
エンド

ユーザー

１ｓｔネクスパイア
本社：渋谷区：従業員96名
業務：SVF、Dr.Sum EAの開発

ディジタル・ワークス
本社：札幌市、従業員29名 本社：渋谷区、従業員：183名
業務：Dr.Sum EAの開発 業務：ソフトウェアの販売、保守

フォー・クルー
本社：渋谷区、従業員22名
業務：MotionBoardの開発

１ｓｔ－TC ウイングアーク上海
本社：中国遼寧省、従業員：24名 本社：中国上海市、従業員：17名
業務：オフショア開発 業務：ソフトウェアの販売・保守

バリオセキュア・ネットワークス
本社：渋谷区、従業員39名
業務：NWセキュリティ用機器の開発及び運用・管理サービスの提供

システム
インテグレータ

パッケージ
ベンダー

民間企業

官公庁等

ウイングアーク

ネットワーク
回線ベンダー

１ｓｔ

ホールディングス
本社

東京都渋谷区

従業員

79名

業務

・グループ全体の

経営戦略策定

・グループ企業の
統括・管理

意思決定支援ソフト部門で、第１位のベンダーに選定された。

◆ 自社開発機器でセキュリティサービスを提供

子会社バリオセキュア・ネットワークス（以下バリオ社）は、ネッ

トワークセキュリティ機器「VarioSecure Router」を開発。これを顧客

企業のインターネットゲートウェイ（顧客企業内のイントラネット

と外部のインターネットを繋ぐ出入り口）に設置し、機器に搭載さ

れたシステムにより、インターネットを通じた第三者からの攻撃や

イントラネットへの侵入、ウィルス感染やデータ盗用の脅威からイ

ントラネットを守るといったセキュリティサービスを提供する。

◆ 顧客ニーズに基づきソフトウェアを開発

同社の事業フローは以下の通り（図表 3）。

1） 同社は、顧客業務の観察から着想を得たシステムをパッケージソ

フトとして開発する。

2） このパッケージを、SI 企業等がエンドユーザーの企業等のために

受託開発する業務システムに組み込んで、エンドユーザーに届け

る。同社の直接の顧客は日本電気、日立製作所、NTT データ、

日本 IBM をはじめとする大手 SI 企業で、同社は彼らとパートナ

ー契約を結ぶ。

3） ソフトウェアの販売後、保守サービス契約を締結する。サービス

メニューには、製品の機能や操作に関する問い合わせ対応や、製

品の無償バージョンアップが含まれる。

同社グループには、パッケージソフトの開発に特化する子会社 4 社、

セミナー開催等の販促活動やパートナーの開拓等の販売活動・保守

＞ ビジネスモデル

日本を代表する SI 企業とパー

トナー契約を締結。彼らが開

発する業務システムに組み込

まれてエンドユーザーへ。

図表 3 １ｓｔホールディングス・グループの事業フロー
（注）グループ企業はいずれも 100％出資子会社、従業員数は 2012 年 8 月末現在
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（出所）2012/2 期決算説明会資料、13/2 期・第 2 四半期決算説明会資料
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１ｓｔホールディングス （3644 東証二部） 発行日2012/11/13

（出所）2012/2 期決算説明会資料

発売年 顧客ターゲット 業界内地位 企業内地位

帳票関連（SVF） 1995年 大手企業や官公庁 トップベンダー 開発投資は少額、収益性は良好

BI分野のソフト 2001年 中堅企業から大企業へ 外資系大手に伍して参入 シェア拡大のため、改良投資が必要

を一貫して手掛ける子会社 2 社、それに機器開発からユーザーサポ

ートまでの一切の業務を手掛けるバリオ社があり、同社はグループ

の統括や戦略策定等に特化している。

パッケージソフト販売事業では、ソフトをインストールするサーバ

やクライアント PC の台数に応じたライセンス料を徴収する（一時的

な売上）とともに、ライセンス契約ごとに１年間の保守サービス契

約を結ぶ。ソフトを利用している期間は保守契約を更新するケース

は多く、この保守売上はストック型のビジネスと言い得る。

また、バリオ社のセキュリティ事業は、セキュリティ機器を無償で

提供し、当該機器によるネットワークセキュリティの運用を遠隔監

視するサービス等の提供について、月額利用料金を徴収しており、

こちらもストック型のビジネスである。

同社の事業運営において発生する主なコストは、ソフトウェアの開

発、検証やマニュアル制作などの作業により発生する人件費や外注

費などである。受託開発でなく、パッケージの開発・販売業務を営

んでいるため、ライセンス数や保守契約の増加に伴い収益が拡大す

る構造になっており、収益性は高く、安定的である。

◆ SVF のエンドユーザーは大企業、BI 関連は中堅企業が多い

同社の主力製品（帳票関連パッケージ SVF と、BI 関連の Dr.Sum EA

及び MotionBoard）同社内及び業界内でのポジションは、図表 4 の通

り。SVF は、業務に合わせた独自様式の帳票開発に関心を示す大企

業や官公庁などが対象となる。95 年の発売以来、改良を重ねてきて

いるため、追加の開発投資は比較的少額で済み、収益性は高いと推

定される。一方、BI 関連分野では、同社は後発企業であり、国内中

堅企業向けの出荷本数こそ多いものの、販売額でみたシェアはまだ

低い。クラウド対応による成長が期待される市場であり、シェア拡

大余地は大きいが、開発投資も必要な事業と推察される（市場性、

競合状況については後述）。

主要コストは人件費と外注費。

売上高が伸長すれば利益も同

様に成長する構造

図表 4 主力パッケージソフトのポジション
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図表 5 情報サービス産業の売上構成
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◆ 2011 年のソフトウェア市場は 2年連続して縮小

2010 年におけるわが国情報サービス産業の市場規模は約 18 兆 8437

億円（前年比 12.3％減、経済産業省・特定サービス産業実態調査）。

このうちソフトウェア業務売上高は約10兆 1641億円（同 14.7％減）、

さらにそのうちソフトウェアの受託開発が約 8兆 5556億円（同 16.3%

減）に対し、パッケージソフトは 12.3％減。パッケージソフトのう

ち、業務用アプリケーションソフトは 1 兆 907 億円（同 4.2％減）と

なっている。

情報サービスのうち企業だけを調査対象とした動態調査によれば、

2011 年のソフトウェア業売上高は約 6 兆 9 千億円（前年比 3％減）、

うちソフトウェアの受託開発が約 6 兆円（同 1.3％減）、パッケージ

ソフトは約 9.8 千億円（同 13％減）。業務用パッケージは約 6 千億円

（同 3％減）であった（図表 5、6）。

業務用パッケージの内訳について公式統計はないが、ERP パッケー

ジ（注）が主体で、これを補完する各種業務アプリケーションやミ

ドルウェア等で当該市場は構成される。同社の開発・販売するソフ

トウェアプロダクツは当該市場に分類される。

◆リアルタイム経営とグローバル対応に向けた投資意欲が高まる

リーマンショック後の景気後退を受けて企業等の IT 投資意欲が減退

した結果、上述の通りソフトウェア業の市場は縮小した。しかし、

そこには IT 開発・運用コストの削減に向けたクラウド・コンピュー

ティングへの取り組みの影響もあろう。

足元ではマネジメント層において、意思決定に資する経営情報の迅

速な把握やグローバル化に対応した業務プロセスの効率化に向けた

IT 投資意欲は根強いものがあるようだ（日本情報システム・ユーザ

ー協会「企業 IT 動向調査」）。

＞ 業界環境と競合状況

（注）Enterprise Resource Planning：

企業の経営資源の有効活用を目

的に、会計、生産、販売、物流、人

事等の各種情報を統合的に管理

する手法

経営判断に資するリアルタイ

ムの情報把握、企業のグロ

ーバル化への対応などに対

する投資意欲は旺盛

（出所）経済産業省・特定サービス産業動態統計

（2011 年）
図表 6 ソフトウェア事業者の売上高の推移
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（出所）経済産業省・特定サービス産業実態調査
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（注）予想ＰＥＲは時価総額÷予想純利益で算定。

（出所）各社決算短信より証券リサーチセンター-作成

コード 銘柄 売上高 営業利益
売上高営業
利益率（％）

純利益
今期予想
純利益

時価総額
（億円）

予想PER
（倍）

4716 日本オラクル 142,919 40,432 28% 23,709 27,500 4,455 16.2
4704 トレンドマイクロ 96,392 26,364 27% 17,341 13,066 3,192 24.4
7595 アルゴグラフィックス 28,893 1,776 6% 418 1,260 109 8.7
9928 ミロク情報サービス 19,595 2,023 10% 1,058 1,100 116 10.6
6947 図研 18,254 882 5% 1,768 500 120 24.0
4733 オービックビジネスコンサルタント 17,123 8,977 52% 5,086 5,660 864 15.3
4312 サイバネットシステム 13,613 631 5% 300 385 72 18.7
4686 ジャストシステム 12,925 2,504 19% 2,319 2,200 150 6.8
3644 1stホールディングス 11,990 4,201 35% 2,317 2,350 177 7.5
3371 ソフトクリエイトホールディングス 8,891 1,082 12% 553 600 57 9.5
9629 ピー・シー・エー 6,805 468 7% 75 29 75 257.6
4776 サイボウズ 4,225 651 15% 397 180 136 75.3
3800 ビーエスピー 3,840 869 23% 471 600 50 8.3
3763 プロシップ 3,409 1,088 32% 612 700 60 8.6
2326 デジタルアーツ 2,707 587 22% 310 434 57 13.2
上記企業の単純平均 26,105 6,169 24% 3,782 3,771 646 17.1

◆ 日系パッケージソフト業界では大手企業に分類される

直近決算期（実績）において売上高 100 億円以上の株式上場パッケー

ジソフトベンダー及びそれに追随する時価総額の 50 億円以上の主な

ベンダーを図表 7 に示す。

上位 2 社は世界的な業務システム（日本オラクル）、セキュリティソ

フトベンダー（トレンドマイクロ）。3 位、5 位及び 7 位は製造業向け

の CAD/CAM/CAE 用ソフトベンダーである。

これらを除くと、会計事務所及びその顧問先企業向けに業務パッケー

ジやハードウェアを販売するミロク情報サービス、「奉行」シリーズ

で知名度の高い和製 ERP パッケージベンダーのオービックビジネス

コンサルティング、コンシューマ向けにも頒布する日本語ワープロ

「一太郎」、ミドルウェアの日本語入力システム「ATOK」のジャス

トシステムに次ぐ規模である。

◆ 帳票関連は国内随一のシェア、BI 関連は外資の牙城に迫る

帳票関連のミドルウェア「SVF」シリーズは、事業内容で触れた通り、

国内随一のシェアを誇る。競合するのは、パートナーでもある日立製

作所や富士通などの大手 SI 企業の自社製品や、非上場の日本オプロ

等である。

一方、BI 関連のアプリケーションソフトは、SAP、オラクル、SAS、

IBM 等の外資系大手が市場を占有している。Dr.Sum EA は当該分野で

2010 年度の出荷本数第 1 位とされるが、金額ベースのシェアは 10％

未満とみられる（富士キメラ総研調べ）。同社は外資系企業のターゲ

ットでない中堅企業に向けて、分かり易い機能と相応の価格で需要開

拓を行った。意思決定に資する BI 分野のシステム導入意欲は中堅企

業でも旺盛であるが、従来の外資系ベンダーの製品は高価であった。

同社はこの隙間を埋める製品で評価を得ているようだ。

帳票関連は大手 SI 企業の純

正品と競合するも優位を確保

BI 関連のパッケージは後発

ながら中堅企業中心に出荷

本数は国内随一と目される

図表 7 パッケージソフト業に分類される主な上場企業 （単位：百万円）

（ 注 ） CAD ： Computer Aided

Design、コンピュータを援用し機

械や部品等の詳細な設計・製図

を行う。同様にCAM はコンピュー

タ援用生産（NC 工作機械等で生

産するためのデータ作成）、CAE

はコンピュータ援用エンジニアリ

ング（構造解析等の基本設計）。
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◆ 1993 年に創業、2004 年に独立、2010 年に株式上場

同社の前身は、1993 年に翼システム社内に発足した情報企画事業部

である。当該部門で 95 年に、後に SVF シリーズに発展する帳票ツー

ル「Visual Formade」がリリースされ、同社の事業が実質的にスター

トした。

BI 関連ソフトの中核をなす、多次元高速集計検索エンジン「Dr.Sum」

のリリースは 2001 年である。これらのソフトウェアは、当該事業部

において企画が進められ、外部のソフトウェア開発会社との協業によ

り開発が行われた（これらは現在同社の子会社である）。

04 年に、当時の情報企画事業部長で現在の同社社長である内野氏や、

現在の筆頭株主であるアンドバンテッジパートナーズの運営するフ

ァンド等が翼システムから当該事業を MBO（マネジメント・バイア

ウト）した（注）。その後同社は、09 年に持ち株会社体制に移行し、

現商号を名乗る。10 年に JASDAQ 上場、12 年東証二部上場。

11 年にバリオセキュア・ネットワークスを買収し、セキュリティ事

業に進出。これは今後のクラウド・コンピューティング時代に備えた

投資と同社は位置付けている。中国では、09 年に販売子会社設立、

11 年にソフトウェア開発子会社を買収している（これらについては

経営戦略の項も参照）。

12 年 4 月には、世界的なクラウドサービス企業の salesforce.com,Inc

（以下セールスフォース社）と資本提携し、当該会社のクラウド・プ

ラットフォーム上で同社のパッケージソフト（MotionBoard など）を

提供する計画を進めている。

◆ 情報活用のための革新的なソフト開発で企業・社会に貢献

同社は以下のような経営理念を掲げている。「情報が価値創造の源泉

である。我々は、情報活用のための革新的なソフトウェア・サービス

を提供することで企業及び社会に貢献する」。

そうした理念を実現するために、同社は以下の 3点をコア・コンピタ

ンスとして意識している。

1）ユーザー・ダイレクテッド・プロダクト：顧客が中心であり、顧

客業務の徹底的な観察、調査・分析、研究・開発により、本質的なニ

ーズを製品化する。

2）革新的な技術による課題解決：国内有数のテクノロジスト集団と

して研鑽し、あらゆる課題に独創的、かつ革新的な技術で応える。

3）サスティナブル・リレーションシップ：製品の販売だけでなく、

製品を通しての体験を顧客に提供し、顧客と共に成長する姿勢を重視

する。

顧客指向の製品開発、革新

的な技術開発で、顧客に価

値を提供する

（注）休眠会社への事業譲渡な

ので形式的な会社設立年は異な

るが、実質的には2004年が同社

設立年と考えられる。事業譲受

後の商号はウイングアークテクノ

ロジーズ。

＞ 沿革と企業理念
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◆ 売上高営業利益率 30％を上回る実績を残す

同社の過去 5 年間の業績推移を図表 8 に示す。2010/2 期に減収・営業

減益となったのは、リーマンショック後の世界同時不況で民間企業に

経費節減意識が高まり、IT 投資意欲が冷え込んだため。この期にパ

ッケージソフト販売高は前期比 16％減少したが、保守売上高が同

10％増、売上構成比も 39％から 45％となり、業績を下支えした。

その後の企業の IT 投資は、クラウドサービスの利用等、費用対効果

を考慮して抑制気味に推移するも、前述の通り的確な競争戦略策定の

ためのリアルタイム情報把握や、グローバル化に対応した情報システ

ムの構築などのニーズは強い。同社のパッケージソフトはこうしたニ

ーズに応える製品であるため、国内ソフトウェア産業が停滞するなか

でも着実に収益を伸ばしている。

また同社は目標とする経営指標として売上高営業利益率 30％を掲げ

ているが、過去 5 年間はこれを上回る成績をあげている。

2012/2 期の業績は、売上高 11,990 百万円（前期比 35.7％増）、営業利

益 4,201 百万円（同 29.9％増）、経常利益 4,267 百万円（同 23.1%増）、

純利益 2,317 百万円（同 21.6％増）、配当金は 21.72 円（1 単位 100 株、

配当性向 30％を公約）。

当該期は、ユーザー企業における東日本大震災被災や、欧州債務危機

などによる海外景気の下振れ懸念などの IT 投資への影響が懸念され

たが、同社の業績に大きな影響はなかった。売上内訳は、ソフトウェ

アプロダクト 5,470 百万円（前期比 16.4％増）、保守売上高 4,357 百万

円（同 13.4％増）、セキュリティサービス 1,690 百万円（前期はグル

ープ外）。人員増など先行投資を進めたため、収益性はやや低下した。

＞ 過去の業績推移

2．財務面の分析

図表 8 １ｓｔホールディングスの業績推移

（注）2009/2 期より連結決算

（出所）同社有価証券報告書、会社説明資料等
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バリオ社買収などで連結従

業員数が増加する等の先行

投資で、収益性は若干低下

リーマンショックは過去のライ

センスに基づく保守売上の増

加で乗り切った
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１ｓｔホールディングス （3644 東証二部） 発行日2012/11/13

銘柄
１ｓｔ

ホールディングス
ソフトクリエイト

ホールディングス
オービックビジネス
コンサルタント

ミロク情報
サービス

証券コード 3644 3371 4733 9928
決算期 2012/2 12/3 12/3 12/3

売上高 百万円 11,990 8,891 17,123 19,595
経常利益 百万円 4,267 1,113 8,977 2,000
総資産 百万円 14,853 6,815 77,189 15,431
自己資本利益率 ％ 41.4 12.6 7.5 12.8
総資産経常利益率 ％ 34.3 17.0 11.7 13.1
売上高営業利益率 ％ 35.0 12.2 45.6 10.3
売上高 （3年平成長率） ％ 13.6 -4.9 1.7 0.7
経常利益 （同上） ％ 13.0 1.2 19.2 36.5
純資産 （同上） ％ 14.6 19.3 24.9 253.3
自己資本比率 ％ 33.3 67.6 89.5 55.8
流動比率 ％ 83.9 310.4 596.9 147.6
キャッシュフロー対有利子負債比率 年 2.1 - - 1.2

（注）

（出所） 各社決算短信、有価証券報告書

成
長
性

収
益
性

項
目

規
模

安
全
性

数値は基本的に直近決算期実績。平均成長率は直近期実績と3年前の対比で複利で算出。自己資本利益率、総資本経常利益率は期間利益÷（期首・期
末平均資本）。流動比率は流動資産÷流動負債、キャッシュフロー対有利子負債比率は有利子負債÷営業キャッシュフロー。

◆ 同業他社に比べ収益性は高い

同業他社との財務諸指標の比較を図表 9 に示す。参照企業は、同社と

売上高の規模が近いパッケージソフトベンダー。ソフトクリエイトホ

ールディングスはインターネット通販などのECサイト構築パッケー

ジを販売するとともに、受託システム開発事業や物販業も併営してい

る。オービックビジネスコンサルタント（以下ＯＢＣ）は国産 ERP

パッケージメーカー。ミロク情報システムは会計ソフトを中心にパッ

ケージソフトを開発している。

企業規模では外資系パッケージベンダーに劣るが（10 ページ図表 7）、

BI 関連ソフトの伸長やバリオ社買収などで売上高は高い成長性を示

しており、国産パッケージメーカー大手にキャッチアップしつつある。

バリオ社買収により現預金が減少し、借入金及び総資産が膨らんだ結

果、安全性指標では他社に劣るが、有利子負債はフリーキャッシュフ

ローで早期に返済可能な水準であり、問題視する必要はあるまい。

収益性は、売上高営業利益率こそ OBC より低いものの、ROE、ROA

ともに各社を凌駕している。一般に競争力あるパッケージソフトを持

つ企業は受託開発中心の企業に比べ良好であるが、中でも同社の収益

力は高水準にある。

◆ 2013/2 期会社予想は二桁増収も、営業利益の伸びは鈍化

同社の今期業績予想は、売上高 13,320 百万円（前期比 11.1%増）、営

業利益 4,400 百万円（同 4.7%増）、経常利益 4,350 百万円（同 1.9%増）、

純利益 2,350 百万円（同 1.4%増）。

会社側の予想する売上高の内訳は、ソフトウェアプロダクトが 6,172

百万円（前期比 12.8％増）、保守 4,800 百万円（同 10.1％増）、その他

513 百万円（同 8.8％増）、セキュリティサービス 1,834 百万円（同 8.5％

増）。ソフトウェアプロダクトは、帳票関連が前期比 8％増、BI 関連

＞ 今後の業績見通し

収益性、成長性は良好。安

全性比率はバリオ社買収で

一時的に低下した

＞ 同業他社との比較

図表 9 同業他社との財務指標比較
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が同 29％増と見込んでいる。

営業利益が前期比 4.7％増（売上高営業利益率は 33％で同 2 ポイント

低下）としているのは、先行投資的な人員増や新製品発売前の検証作

業の外注費などの増加を見込んでいるためである。

◆ 中期計画は売上高 13％・営業利益 15％の年率成長が目標

同社は 3 カ年の中期計画を策定し、既存事業の成長力維持に加え、グ

ローバル展開とクラウド対応により成長を目指す戦略を公表してい

る（18 ページ経営戦略の項で後述）。数値目標は図表 10 の通りで、

売上高は 12/2 期実績に対し年平均 13.4％、営業利益は同 14.5％の成

長を見込んでいる。

◆ 証券リサーチセンターの今期予想

13/2期・第2四半期は、売上高6,630百万円（期初予想比達成率101.6％）、

営業利益 2,317百万円（同 112.3％）、経常利益 2,280 百万円（同 112.7％）、

純利益 1,162 百万円（同 107.8％）となった。

各項目とも期初予想を超過達成したが、なかでも営業利益については、

積極的な人員採用により減益を見込んでいたが、計画通り採用が進ま

ず、人件費が想定より少額だったことが主因とのこと。今後の採用活

動の積極化により、通期では想定通り人件費が増加すると説明された。

売上高の内訳では、BI 関連製品が計画比 90.4％にとどまったが、こ

れは前期にプロモーション活動を抑制したことが響いているとの説

明で、当該製品の通期販売計画は修正しない、としている。

証券リサーチセンターでは、今期売上高 13,000 百万円（前期比 8.4%

増）、営業利益 4,350 百万円（同 3.5％増）、純利益 2,300 百万円（同

0.7％減）と予想する。

会社側計画が未達に終わると予想したのは、中国はじめ新興国の景気

減速を受けてエンドユーザーの IT 投資マインドが後退し、上半期未

達に終わった BI 関連ソフトの挽回が困難であると考えたため。ただ

コスト面でも、要員獲得難が続き、人件費などの経費増が想定を下回

る可能性があり、営業利益は減少しないと考えた。

（出所）決算短信、決算説明会資

業績は景況感の悪化から下

振れする可能性があると予

想する
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図表 10 中期経営計画の事業別売上高及び営業利益
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１ｓｔホールディングス （3644 東証二部） 発行日2012/11/13

決算期
2010/2期

実績
2011/2期

実績
2012/2期

実績
2013/2期

予想
2014/2期

予想
2015/2期

予想

売上高 7,771 8,833 11,990 13,000 14,300 16,800
（前年比） -5.0% 13.7% 35.7% 8.4% 10.0% 17.5%

ソフトウェア事業 7,771 8,833 10,281 11,140 12,100 13,400
（前年同期比） -5.0% 13.7% 16.4% 8.4% 8.6% 10.7%

うち ソフトウェアプロダクト 3,967 4,700 5,452 5,900 6,500 7,200
（前年同期比） -16.1% 18.5% 16.0% 8.2% 10.2% 10.8%

そのうち帳票関連 3,185 3,695 4,238 4,500 4,800 5,100
（前年同期比） -15.4% 16.0% 14.7% 6.2% 6.7% 6.3%
そのうちBI関連 781 1,004 1,214 1,400 1,700 2,100
（前年同期比） -18.7% 28.6% 20.9% 15.3% 21.4% 23.5%

うち 保守売上高 3,511 3,841 4,357 4,750 5,100 5,650
（前年同期比） 10.2% 9.4% 13.4% 9.0% 7.4% 10.8%

うち その他の売上高 292 291 471 490 500 550
（前年同期比） 9.4% -0.3% 61.9% 4.0% 2.0% 10.0%

セキュリティサービス事業 0 0 1,690 1,800 1,900 2,000
（前年同期比） ― ― ― 6.5% 5.6% 5.3%

クラウド事業 0 0 0 10 100 400
（前年同期比） ― ― ― ― 900.0% 300.0%
海外事業 0 0 18 50 200 1,000
（前年同期比） ― ― ― 177.8% 300.0% 400.0%

営業利益 2,402 3,233 4,201 4,350 4,800 6,000
（前年比） -16.5% 34.6% 29.9% 3.5% 10.3% 25.0%

（対売上高比） 30.9% 36.6% 35.0% 33.5% 33.6% 35.7%
経常利益 2,428 3,466 4,267 4,300 4,750 5,950
（前年比） -17.9% 42.7% 23.1% 0.8% 10.5% 25.3%

当期純利益 1,347 1,905 2,317 2,300 2,500 3,000
（前年比） -12.5% 41.3% 21.6% -0.7% 8.7% 20.0%

◆ 中期計画は新規事業の成長達成に懸念がある

同社の中期的な収益動向についての証券リサーチセンターの見通し

は、図表 11 の通り。成長路線には概ね同意するが、既存事業の成長

速度や海外事業の収益貢献時期と程度についてやや慎重に考え、会社

計画よりも若干低い業績予想とした。

中期業績推移に対するリスク要因、懸念材料は、以下の通りと考える。

1） 後発の BI 関連ソフトが、同社の想定通り大手企業にも広く受け

入れられるか。

2） クラウド事業は提携先のセールスフォース社との連携策は、いつ

頃から収益貢献してくるのか。

3） 中国での事業展開の投資回収時期はいつ頃になるのか。

4） 新製品開発やプロモーションに必要な人材の獲得が進展するか。

M&A により人材を会社ごと獲得するような戦略を打つのか。

5） 企業の IT 投資マインドに影響するマクロ経済環境の変化をどう

考えるか。

3 年後に新規事業が開花す

る会社計画には不透明さが

多いため、やや慎重に収益

予想した

図表 11 業績予想モデル （単位：百万円）
(注)既存製品の海外展開など新規事業を切り出して表示するため、過去の売上内訳は決算短信表記と異なる
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出所）同社決算短信及び株式売出届出目論見書。予想は証券リサーチセンター
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１ｓｔホールディングス （3644 東証二部） 発行日2012/11/13
◆ 顧客に密着しニーズを汲み上げ、良質のパッケージを開発

同社は、売上高営業利益率、ROE ともに 30％超と、非常に高い収益性を

誇っている。その背景には、

1） 主力製品の帳票用パッケージ「SVF」シリーズがトップシェアである、

2） BI 関連製品もコストパフォーマンスで中堅企業に評価されている、

3） 保守契約により、顧客基盤を固めストック型の収益を上げている、

4） 大手 SI 企業とパートナー契約を結び、信頼を獲得している、

こと等が挙げられる。

顧客基盤を築き上げることができたのは、同社が顧客の業務を深く観察し、

顧客自身が気づいていないかもしれない本質的なニーズを探りだし、それ

をパッケージソフトに凝縮しているためであろう。

中核技術である印刷・集計・描画の各機能を高速に行うエンジン等は特許

で押さえ、スマートフォン等のモバイル機器、SNS との連携等、様々な利

用シーンに応用する開発戦略で、事業領域を拡張している。

＞ 知的資本分析

顧客業務の観察から高品質

のパッケージソフトを開発し、

強い顧客基盤を構築した

3．非財務面の分析
レポートに掲載された内容は作成日における情報に基づくものであり、予告なしに変更される場合があります。本レポートに掲載された情報の正確性・信頼性・完全性・妥
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項目 分析結果
KPI

項目 数値

関
係
資
本

顧客基盤

・ブランド

帳票関連パッケージソフトは国内トップシェア。

 BI 分野は後発ながら中堅企業から高評価を獲得。

・SVF 業界シェア

・BI分野：業界誌
による顧客満足

度調査

・45.6％（ミック経済

研究所の調査）
・日経コンピュータ
で第 1 位獲得

（2012 年 8 月）

事業

パートナー

大手 SI 企業をパートナーとしてエンドユーザーを開拓。

世界的なクラウドサービス企業セールスフォース社と提携

・業界誌によるパ
ートナー満足度
調査

・日経コンピュータ
で第 1 位獲得
（2012 年 2 月）

組
織
資
本

業務

プロセス

顧客の本質的なニーズの把握、中核技術開発に注力。

パッケージ開発に特化。エンドユーザー開拓はSI企業に委託。

保守サービスはストック収益として業績安定化に貢献。

・売上原価率

・売上高営業

利益率

・20.7％ （20.4）

・35.0％ （35.1）

知的財産

・ノウハウ

 BI 関連ソフトの中核技術（高速集計・描画など）は特許取得済

み。パッケージソフトのプログラムは著作権で保護。

・売上高
研究開発費率

・7.9％ （10.7）

人
的
資
本

経営陣

事業企画に精通する内野社長（生年 1956 年）が CEO。

 COOは日本電気の子会社役員務めた木村氏（同 59 年）

社外役員 2 名を登用しガバナンスに留意している。

・過去 3 年間の

売上高、経常利

益の平均成長率

・売上高
13.6%

・経常利益

13.0%

従業員

開発・サポート要員には理系の学生・院生を、営業職等は文

系・理系を問わず定期採用。定着率は低くないと認識。

拡大する業容に人員拡充が追い付いていない。

・従業員 1 人当

たり売上高

・同 営業利益

・連結社員数

・26 百万円 （24）

・9.4 百万円 (9.7)

・453 人 （305）

図表 12 知的資本の分析

（注）KPI の数値は断りなければ前期実績、カッコ内は 3 年前の数値

（出所）ヒアリング及び有価証券報告書等に基づき証券リサーチセンター作成
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株主の属性 所有比率

個人株主 43.98

その他の法人 32.27

外国法人等 16.05

金融機関 5.95

金融商品取引業者 1.75

株主数 7,512名

氏名又は名称 所有比率
投資事業有限責任組合アドバンテッジパート
ナーズエム・ピー・アイティファンド三号

18.98

日本電気 9.01

AP Cayman Partners Ⅰ,L.P. 8.98

日本マスタートラスト信託銀行 3.47

AP Cayman Partners I-B、L.P. 3.44

上位5名の合計 43.88

◆ 環境対応（Environment）

環境宣言等は行っていない。同社の会社案内、企業ウェブサイト、有

価証券報告書など、いずれをみても環境対応に関するコメントは見受

けられない。

◆ 社会的責任（Society）

環境対応と同様に、社会貢献などについても、「企業の情報活用を支

援する」というメッセージ以外にこれといったコメントは記載されて

いない。企業の情報活用が社会の効率的な資源配分の実現に貢献する、

という理屈でならば、事業遂行自体が社会的責任の履行であるという

ことができよう。

◆ 企業統治（Governance）

図表 13 に同社の株式保有状況を示す。同社の筆頭株主はバイアウト

ファンドのアドバンテッジパートナーズの 3 号ファンドである（3位、

5 位も同様のファンド）。第 2 位は、エンドユーザー開拓のパートナ

ーであり直接の販売先として取引額が最大の日本電気である。

同社役員では内野社長の持ち株比率が最大だが、それでも 0.86％にと

どまる。

同社は 5 名の取締役のうち 2 名を社外から招聘している。1 名は筆頭

株主のアドバンテッジパートナーズからの派遣役員、もう 1 名は公認

会計士でグロービス経営大学院教授も務める会計の専門家である。ま

た、常勤監査役はじめ監査役 4 名も社外から招聘した人物である。

このほか、同社は任意で常勤取締役 3 名および執行役員 6 名で構成さ

れる執行役員会、人事・報酬委員会、リスク管理委員会、情報セキュ

リティ委員会を設置し、迅速な意思決定と責任の明確化、透明な経営

監督体制に留意している。

これらの取り組みにより、同社のガバナンスは健全性を維持できると

考えられる。

＞ ＥＳＧ活動の分析

E、S につい特筆すべき点は

見当たらない。ガバナンスに

ついては社外取締役等が対

応

図表 13 大株主及び株主属性別の株式保有状況 （単位：％）
(注)2012 年 2 月末現在
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（出所）2012/2 期有価証券報告書
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事業領域 課題 事業/戦略区分 当面の戦略 今後の戦略 中期目標

帳票関連 ・保守、バージョンアップで収益を確保
・スクラッチ開発の企業攻略
・中小企業向け廉価版開発

52億円

（7％増）

BI関連
・日系ERPパッケージベンダーとの協業
・ 大容量データ対応版で大企業を攻略

・同左
・MotionBoardの拡販

22億円

（22％増）

グローバル化
・中国子会社の機能強化
・資本参加した中国SI企業との協業

・中国ではBI関連から帳票関連に展開
・英語圏への進出

15億円

（337％増）

クラウド対応
・12年にsalesforce.com,Incと資本提携

・11年買収のバリオ社が安全性を確保
・SNSやモバイル機器の活用
・情報活用プラットフォームを実現

3.4億円
（－）

全社 グループ経営基盤の強化 ―

成長性の確保既存事業

新規事業
新規事業への積
極的な取り組み

・共通の開発用プラットフォーム導入／人材育成・評価、情報共有等の基盤構築

◆ グローバル化とクラウドサービスへの対応が課題

同社が抱える課題として、筆頭株主をはじめ、複数のバイアウトファ

ンドが発行済株式総数の約 33％を保有している（2012 年 2 月末）こ

とがあげられる。ロックアップ期間は明けており、短期間に大量の株

式売却がなされれば、株価形成に影響を及ぼす可能性がある（有価証

券報告書）。

その他の課題は、短期的にも、中・長期的にも共通する課題であり、

1）既存事業の成長性の確保、2）新規事業への積極的な取り組み、具

体的にはクラウドサービスへの参入と海外事業の拡大、3）事業の幅

の広がりに耐えるグループ経営基盤の強化、の 3 点である（図表 14）。

◆ 既存事業の基本戦略

帳票関連事業については、同社が顧客のサンプル調査を行ったところ、

まだプログラミングによって帳票を手づくりしている （スクラッチ

開発）企業が調査対象の 4 割も存在したという。これらの企業への帳

票印刷ツール提案で、まだ成長余力があると同社は考えている。また

金融機関や官公庁関連など、メインフレームを利用する企業へのアプ

ローチ、中堅・中小企業に向けた廉価版投入などを進める方針。

BI 関連分野については、OBC などの国産 ERP パッケージへの OEM

供給による協業の交渉が概ね整い、今後は OEM先の営業努力により、

回収期入りすると期待している。またこれまで外資系大手が強かった

大企業向けの市場にも、Dr.Sum FA や MotionBoard の導入実績を積み

重ねているほか、ビッグデータ対応も視野に入れた日本テラデータと

の協業（12 年 10 月）によって取組を強化している。

◆ 新規事業に関する施策

クラウドサービスへの参入やグローバル化は、既存事業の拡張戦略も

兼ねる。クラウド・プラットフォーム上に、同社のパッケージをアプ

リケーションとして載せることで、これまで同社製品を使用していな

かったエンドユーザーに届けることができる。

販売拠点を設けた中国市場では、約 15％出資したパートナーの SI 企

＞当面の課題と戦略

4．経営戦略

既存事業の成長持続、海外

展開やクラウドサービス等の

新規事業による成長を模索

図表 14 成長戦略の概要

（出所）有価証券報告書、決算説明資料及びヒアリングに基づき証券リサーチセンター作成
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１ｓｔホールディングス （3644 東証二部） 発行日2012/11/13

業 2 社が同社製品に対する理解を深めており、売上高の増加が見込め

ると同社は考えている。

◆ グループ経営基盤の強化

同社の製品開発体制は、元々は独立会社であった複数の子会社が、各

社の与えられたテーマについて、それぞれ独自の開発手法に基づき進

められていた（7 ページ図表 3）。各パッケージの相互連携や開発リソ

ースの有効活用を目指し、今後は共通のプラットフォームを利用して

開発を行い、機能別モジュールの融通等も行う方針を同社は示してい

る。

また、海外も含むグループ企業の増加に伴い、グループ共通のガバナ

ンス体制、ナレッジ共有や人材評価等のシステム構築も進める方針で

ある。

◆ クラウド化、グローバル展開で 15/2 期以降に成長加速へ

ソフトウェアを購入せず必要な時に利用する SaaS(Software as a

Service)や、サーバ等の機器も適時・必要なだけ利用可能な

IaaS(Infrastructure as a Service)への理解が深まり、クラウド・コンピュ

ーティング・サービスに対する需要は増勢を強めるものと推察される。

同社はこうした傾向に対応し、クラウドサービス大手のセールスフォ

ース社と 12 年 4 月に資本提携した。期待される効果は、

1） 前述のように、新たなエンドユーザーへのアプローチの機会獲得、

2） 当該会社のプラットフォームを提案する代理店の営業力の活用、

3） 当該会社の持つ企業内 SNS 機能（Chatter）と併用すれば、BI（情

報活用）ツールによるナレッジ共有が可能になり、効能が増大、

等である。特許保有の、大量データの集計、チャート描画等の高速処

理技術を中核に、同社は既存製品の適用領域拡張が可能と考えている。

グローバル化については、セールスフォース社との提携効果の他に、

中国での事業展開の本格化、中国での経験を基にアジア圏への営業領

域拡張、アジア・太平洋圏に属するオセアニア地域から英語圏への事

業展開、などを同社は模索している。

どの時期から、どの程度のインパクトを同社の収益に与えるかは不透

明であるが、同社は前ページ図表 14 に記載した程度の売上高を、中

期計画最終年度に計上できるものと見込んでいる。

＞ 中・長期戦略

中核技術を海外、クラウド環

境で展開する新規事業を成

長エンジンにする
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◆ 中核技術や既存製品の実績、SI 企業とのパートナー関係が財産

同社の特徴を SWOT の観点で検討すれば、図表 15 のようにまとめら

れよう。

同社は帳票関連パッケージのトップブランドの地位を確立し、BI 関

連分野においても、存在感を高めている。特に前者については価格競

争に巻き込まれず、保守サービスと合わせ、新規投資の少ないストッ

ク型の収益源として、同社の高い収益力を支えているとみられる。

同社は現在、クラウド対応とグローバル展開に注力している。持続的

な成長を目指し、いつ頃から新規事業領域のビジネスを収益化できる

か、経営手腕が問われている。

セールスフォース社との提携によるクラウド対応の推進は、新規顧客

層の開拓、月額料金化により安定的なストック収益になること、等の

点で、効果の発現時期が注目される。

図表 15 SWOT 分析

項目 １ｓｔホールディングスの特質・事情

強み

Strength

業務用パッケージのニッチ市場でトップブランド確立。

大手 SI 企業と信頼関係を構築。

データ集計・チャート描画等の高速処理エンジンを保有。

弱み

Weakness

新製品開発・海外展開を進めるには人材が不足気味。

グループ経営基盤（開発体制、人材育成・情報システム等）

が弱い。

機会

Opportunity

セールスフォース社と提携しクラウド市場に事業展開。

中国市場に進出。

クラウド対応による収益構造の安定化。

脅威

Threat

帳票関連パッケージの市場飽和による成長力鈍化。

BI 関連市場における競争の激化、収益性の低下。

技術の陳腐化、ソフト利用者の意識変化など。

（出所）ヒアリングに基づき証券リサーチセンター作成

◆ クラウド対応でストック収益化が加速

同社は、企業等が従来の IT インフラやソフトウェアの所有（オンプ

レミス：社内設置）からクラウドサービスの利用に転じることで、IT

投資の増加を抑制しつつ、利用するデータ量の増大に適時適切に対処

し始めていることを察知し、セールスフォース社との提携に動いた。

この提携策は既存製品の成長性の維持、新規顧客の獲得等に繋がる適

切な戦略であると考える。

同時に、そもそもパッケージ事業は過去に開発した資産を少額の更新

投資で維持しつつ収益をあげるサイクルの長いビジネスモデルであ

るのに加え、月額料金制のクラウドサービスへの参入により、一層収

益構造のストック化・安定化が図られるものと評価したい。当該ビジ

5．アナリストの評価

＞ 経営戦略の評価

帳票関連パッケージの高い

収益性を活かし、クラウド化、

グローバル展開を急ぐ

ストック型収益構造のクラウ

ド事業は収益貢献に時間を

要する可能性がある

＞ 強み・弱みの評価
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１ｓｔホールディングス （3644 東証二部） 発行日2012/11/13

銘柄
１ｓｔ

ホールディングス
ソフトクリエイト

ホールディングス
オービックビジネス

コンサルタント
ミロク情報
サービス

証券コード 3644 3371 4733 9928

株価 円 510 1,255 4,280 334 267

時価総額 億円 177 57 864 116 29,636

今期予想PER 倍 6.7 9.5 14.2 9.3 11.6

前期実績PBR 倍 3.17 1.15 1.17 1.19 0.62

配当利回り ％ 4.50 3.19 2.34 3.59 2.33

東証二部市場
全上場銘柄平均

ネスでは月額利用料が少額に設定されることが通例であるため、導入

当初の収益へのインパクトは小さいが、中・長期的には利用客の積み

上げによる収益の逓増・収益性の改善が期待される。

◆ 業容拡大に向けた資本提携や M&A の活用について

同社は、決算短信等のリスク情報の項において、技術変化の著しい情

報通信分野においては、資本提携や M&A の活用による新技術の獲得

や事業領域の拡大が有効との認識を示している。人材獲得に難航して

いることも、こうした方針を後押ししよう。

しかし、経営戦略の項で触れられているように、同社のグループ管理

体制の構築・整備は道半ばである。人材育成・評価制度や経営情報・

ナレッジを共有するシステムが十分に機能しなければ、中核技術者の

流出など、M&A で期待した成果が得られないリスクがある点に留意

が必要である。

◆ 配当性向 30％を公約

同社の株主への利益還元について、成長戦略遂行のための投資資金や

経営基盤強化のための内部留保を確保しつつ、業績に応じた配当を実

施することを基本方針としている。また同社は 11/2 期に、中間配当

の実施、配当性向の引き上げ（純利益の 20％→30％へ）等により、

株主への利益還元を重視する姿勢を示している。

◆ 類似会社に比べ低い予想 PER、高い予想配当利回り

同社の株価バリュエーションは、類似のパッケージソフトベンダー各

社に比べ、実績 PBR では高い評価を得ているが、今期予想 PER、配

当利回りの観点では割安に置かれている。これは東証二部市場全銘柄

の平均値との比較においても同様である（図表 16）。

予想 PER が低いのは、1）会社予想利益成長率が（先行投資のためと

はいえ）営業利益で 4.7％、純利益で 1.4％と低いこと、2）セールス

フォース社との提携効果や中国事業の成否を投資家が測りかねてい

ること、等が要因であろう。後者には、中・長期的に有効な戦略であ

り、性急な評価をすべきでないと我々は考えている。

＞ バリュエーション比較

＞利益還元策

図表 16 同業他社との株価バリュエーション比較

（注）東証二部市場平均の時価総額、1 株当たり価格は普通株式ベース、配当利回りは今期予想・単純平均

（出所）各社直近期決算短信、株価（10 月 19 日終値）及び市場平均バリュエーション（同週末）は日本経済新聞紙面

グループ経営基盤の整備・強

化は急務と考える
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◆ 2～3 年後の適正株価は 1,210～1,460 円と試算

東証二部上場後の同社の株価は、セールスフォース社との提携が公表

された 4 月に急騰したが、過剰な反応が一服した後は市況と共に冴え

ない展開が続いている（図表 17）。

JASDAQ 単独上場期も含め、同社の予想 PER は平均すると 6.2～10.3

倍というレンジにあり（図表 18）、直近株価でみた予想 PER6.7 は下

限に近いと考えられる。

証券リサーチセンターでは配当利回りの高さや中期的な利益成長の

可能性を考慮すれば、現在の株価は割安と判断。妥当な予想 PER は、

新事業戦略が奏功すれば、東証二部市場平均（11 倍）よりも高く評

価されるべきで、同社と同様に収益性の高い OBC と同程度（14 倍）

もあると考えた。

以上より同社の適正株価は、証券リサーチセンターの 14/2期及び 15/2

期予想 EPS に PER14 倍を乗じた 1,100～1,300 円と判断した。

＞ 今後の株価見通し

図表 17 東証 2 部上場来の株価の推移 図
される場合があります。本レポートに掲載された情報の正確性・信頼性・完全性・妥

負わないものとします。

信に関して閲覧し投資家が本レポートを利用したこと又は本レポートに依拠したこと

せん。最終投資判断は投資家個人においてなされなければならず、投資に対する一切

券リサーチセンターに帰属し、許可なく複製、転写、引用等を行うことを禁じます。
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09/2 10/2 11/2 12/2 13/2 平均値

最高 ― ― 712 670 669 684
最低 ― ― 450 313 477 413

BPS 前期 30.5 76.2 134.5 180.2 161.0 158.6
EPS 当期 50.7 43.2 55.6 71.6 76.6 67.9

最高 ― ― 5.3 3.7 4.2 4.4
最低 ― ― 3.3 1.7 3.0 2.7
最高 ― ― 12.8 9.4 8.7 10.3
最低 ― ― 8.1 4.4 6.2 6.2

（出所）有価証券報告書

決算期

株価

PBR

PER

（注） PBRは前期末BPSから、PERは会社予想EPSに相当する当期EPSから算出。
13/2期は期初から直近までの株価と、会社予想EPSで算出。

表 18 過去のバリュエーション （単位：円、倍）



ホリスティック企業レポート（一般社団法人 証券リサーチセンター 発行）
トライステージ （2178 東証マザーズ）

本

当

一

に

の

１ｓｔホールディングス （3644 東証二部） 発行日2012/11/13



新

ま



本

長

断



中

会

本

る

シ

「

任

着

魅力ある上場企業を発掘

興市場を中心に、アナリスト・カバーがなく、独自の製品・技術を保有している特徴的な企業を発掘し

す

企業の隠れた強み・成長性を評価

レポートは、財務分析に加え、知的資本の分析手法を用いて、企業の強みを評価し、企業の潜在的な成

性を伝えます。さらに、今後の成長を測る上で重要な KPI（業績指標）を掲載することで、広く投資判

の材料を提供します

第三者が中立的・客観的に分析

立的な立場にあるアナリストが、企業調査及びレポートの作成を行い、さらに早稲田大学知的資本研究

がレポートを監修することで、質の高い客観的な企業情報を提供します

本レポートの特徴
レポートに掲載された内容は作成日における情報に基づくものであり、予告なしに変更される場合があります。本レポートに掲載された情報の正確性・信頼性・完全性・妥
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レポートは、企業価値を「財務資本」と「非財務資本」の両側面から包括的に分析・評価しております

企業の価値は、「財務資本」と「非財務資本」から成ります。

「財務資本」とは、これまでに企業活動を通じて生み出したパフォーマンス、つまり財務諸表で表され

過去の財務成果であり、目に見える企業の価値を指します。

それに対して、「非財務資本」とは、企業活動の幹となる「経営戦略／ビジネスモデル」、経営基盤や IT

ステムなどの業務プロセスや知的財産を含む「組織資本」、組織の文化や意欲ある人材や経営陣などの

人的資本」、顧客との関係性やブランドなどの「関係資本」、社会との共生としての環境対応や社会的責

などの「ESG 活動」を指し、いわば目に見えない企業の価値のことを言います。

本レポートは、目に見える価値である「財務資本」と目に見えない価値である「非財務資本」の両面に

目し、企業の真の成長性を包括的に分析・評価したものです。

本レポートの構成
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レポートに掲載された内容は作成日における情報に基づくものであり、予告なしに変更される場合があります。本レポートに掲載された情報の正確性・信頼性・完全性・妥

性・適合性について、いかなる表明・保証をするものではなく、一切の責任又は義務を負わないものとします。

般社団法人 証券リサーチセンター及び早稲田大学知的資本研究会は、本レポートの配信に関して閲覧し投資家が本レポートを利用したこと又は本レポートに依拠したこと

よる直接・間接の損失や逸失利益及び損害を含むいかなる結果についても責任を負いません。最終投資判断は投資家個人においてなされなければならず、投資に対する一切

責任は閲覧した投資家にあります。また、本件に関する知的所有権は一般社団法人 証券リサーチセンターに帰属し、許可なく複製、転写、引用等を行うことを禁じます。
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免責事項

・本レポートは、一般社団法人 証券リサーチセンターに所属する証券アナリストが早稲田大学知的資本研究会の監修を受け、広く

投資家に株式投資の参考情報として閲覧されることを目的として作成したものであり、特定の証券又は金融商品の売買の推奨、

勧誘を目的としたものではありません。

・本レポートの内容・記述は、一般に入手可能な公開情報に基づき、アナリストの取材により必要な補充を加え作成されたもので

す。本レポートの作成者は、インサイダー情報の使用はもとより、当該情報を入手することも禁じられています。本レポートに

含まれる情報は、正確かつ信頼できると考えられていますが、その正確性が客観的に検証されているものではありません。また、

本レポートは投資家が必要とする全ての情報を含むことを意図したものではありません。

・本レポートに含まれる情報は、金融市場や経済環境の変化等のために、最新のものではなくなる可能性があります。本レポート

内で直接又は間接的に取り上げられている株式は、株価の変動や発行体の経営・財務状況の変化、金利・為替の変動等の要因に

より、投資元本を割り込むリスクがあります。過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示唆し、または保証するもので

はありません。特に記載のないかぎり、将来のパフォーマンスの予想はアナリストが適切と判断した材料に基づくアナリストの

予想であり、実際のパフォーマンスとは異なることがあります。したがって、将来のパフォーマンスについては明示又は黙示を

問わずこれを保証するものではありません。

・本レポート内で示す見解は予告なしに変更されることがあり、一般社団法人 証券リサーチセンター及び早稲田大学知的資本研究

会は、本レポート内に含まれる情報及び見解を更新する義務を負うものではありません。

・一般社団法人 証券リサーチセンター及び早稲田大学知的資本研究会は、投資家が本レポートを利用したこと又は本レポートに依

拠したことによる直接・間接の損失や逸失利益及び損害を含むいかなる結果についても一切責任を負いません。最終投資判断は

投資家個人においてなされなければならず、投資に対する一切の責任は閲覧した投資家にあります。

・本レポートの著作権は一般社団法人 証券リサーチセンターに帰属し、許可なく複製、転写、引用等を行うことを禁じます。

PER（Price Earnings Ratio）

価を 1 株当たり当期純利益で除し

もので、株価が 1 株当たり当期純

益の何倍まで買われているのかを

すものです

PBR（Price Book Value）

価を 1 株当たり純資産で除したも

で、株価が 1 株当たり純資産の何

まで買われているのかを示すもの

す

配当利回り

株当たりの年間配当金を、株価で除

たもので、投資金額に対して、どれ

け配当を受け取ることができるか

示すものです

 ESG

Environment：環境、Society：社会、

Governance：企業統治、に関する情

報を指します。近年、環境問題への関

心や企業の社会的責任の重要性の高

まりを受けて、海外の年金基金を中心

に、企業への投資判断材料として使わ

れています

 SWOT 分析

企 業 の 強 み （ Strength ）、 弱 み

（Weakness）、機会（Opportunity）、

脅威（Threat）の全体的な評価を

SWOT 分析と言います

 KPI （Key Performance Indicator）

企業の戦略目標の達成度を計るため

の評価指標（ものさし）のことです

 知的資本

顧客関係や業務の仕組みや人材力な

どの、財務諸表には表れないが、財務

業績を生み出す源泉となる「隠れた経

営資源」を指します

 関係資本

顧客や取引先との関係、ブランド力な

ど外部との関係性を示します

 組織資本

組織に内在する知財やノウハウ、業務

プロセス、組織・風土などを示します

 人的資本

経営陣と従業員の人材力を示します

指標・分析用語の説明


