第1四半期のトピックスをご案内します。

蒲田局

JB Group IT Forum 2015を開催しました。

料金後納郵便

今年も、5月～6月に
「JB Group IT Forum 2015」
を東京・名古
屋・大阪の３地区で開催し、2,100名を超えるお客様にご来場い
ただきました。
今 年 で 1 0 回 目となるForumは 、
「ＩＴの チカラで ”
つ なぐ! ”
人・モノ・未来」
をテーマに、
クラウドをはじめとする数々のソリュー
ションやそ の 活 用 法をセッション
や展示を通してご紹介しました。
また、基調講演には山本寛斎氏
をお招きし、デ ザイナーとしての
枠 に 留まることなく、常に挑 戦し
続ける、その熱き心についてお話
いただきました。

日経IR・投資フェア2015に出展します。

株主通信 ＜第52期 第1四半期＞

JBCCホールディングス株式会社
差
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※本通信は2015年3月末時点での株主様にお送りしています。
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トップメッセージはこちらから。

［ご注意］濡れている場合はよく乾かしてからめくってください。

今年も、8月末に開催される日経IR・投資フェア2015に出展します。
当日は、
企業ブースでの当社紹介と代表取締役社長による会社説明会
を実施します。ぜひ、
ご来場ください。

■
■
■
■
■

開催：2015年8月28日
（金）
～29日
（土）
会場：東京ビッグサイト 東1ホール
主催：日本経済新聞社
企業ブース：02
会社説明会：8月28日
（金）
10:45～11:10 A会場

［公式サイト］http://www.nikkei-irfair.jp/

［Ｉ
Ｒメール配信サービス
（無料）
］
のご案内

当社の業績など適時開示内容や当グループ内の最新情報をメールでお知らせし
ます。配信をご希望の方は、
下記よりご登録ください。

登録サイト

http://www.jbcchd.co.jp/mail/

第51期定時株主総会を開催しました。
2015年6月17日に開催した
「第51期定時株主総会」
には、
169名
の株主様にご出席いただきました。議長からの第51期報告の
後、質疑応答及び議案の採決を行い、
議案は全て承認・可決されまし
た。総会終了後の当社役員との懇談会では、ご質問や貴重なご意
見をいただくとともに、
事業会社で取り扱う3Dプリンターやデジタル
サイネージの展示を確認いただきました。

株主総会動画をご確認ください。
当社ホームページでは当日の資料掲載のほかに、
会場の雰囲気を
感じていただける動画配信を行っています。
［ URL］http://www.jbcchd.co.jp/ir/bllibrary/movie/

JBグループのCSR

今年も被災地支援を継続して実施します。

2013年より参画している「森の
長城プロジェクト」。5月29日～30
日の宮城県岩沼市での植樹に続
き、7 月3日～4日に 東 日 本 大 震 災
の 津 波 被 害にあった福島県相馬市
（光 陽サッカー場周囲）
での植樹祭に
J B グループ有志が参加しました。今回も植 樹 活 動とともに、前
日準備や開催後の片付け作業もお手伝いしました。
J B グループ は 、今 年 度も「 森 の 長 城 プロジェクト」
の活動
などを通し、被災地支援を継続して実施していきます。

決算等の財務情報に関するご質問は

0120-887-652

e-mail：ir@web.jbcc.co.jp

受付時間 9:00～17:00
（土・日・祝日除く）

※本株主通信に記載されている事項には、
将来についての計画や予想に関する記述が含まれてい
ます。
実際の業績は当社の予想と大きく異なることがありますことをご承知おきください。

第１四半期の概況をお知らせいたします。
２つの事業分野において前年同期比で
増収となりました。

事業分野別売上高（単位:億円）■ 製品開発製造
プリンターなどの情報機器及び当グ
219 6
208
7
61

66

139

147

2015/3
4～6月

2016/3
4～6月

情報ソリューション

ループ独自のソフトウェアの開発・製
造・販売

■ ディストリビューション
パートナー企業向けにハードウェア、
ソフトウェア及びＩ
Ｔサービスなどの販
売、並びにＩ
Ｔサプライ用品及びオフィ
ス文具用品などの販売
■ 情報ソリューション
企業の情報システムの構築及び運用
保守サービス等を提供

売上高147億７百万円（前年同期比5.1％増）

システム製品は、金融及び製造業を中心に、サーバー、ストレージ (*) 及
びネットワーク機器等の販売が堅調に推移しました。システム開発も、
超高速開発等の取り組みや受注時の利益確保によりビジネスが増加
しました。サービスについては、導入サービスやインフラ構築サービ
ス等が堅調に推移しました。

ディストリビューション

売上高66億31百万円（前年同期比8.4％増）

サプライについては、全般的な需要減により販売が減少しましたが、
サーバー、ストレージ等のシステム製品やソフトウェア製品について
は新規のビジネスパートナーからの受注増により販売が増加しまし
た。また、契約窓口を担当するＩＢＭ製品の新規保守サービスが堅調に
推移し、サービスビジネスが増加しました。

製品開発製造

売上高６億28百万円（前年同期比10.4％減）

グループ会社を通じてのＪＢソフトウェアの販売は、主要なソリューショ
ン
（プリンティング支援、意志決定支援等）のビジネスが堅調に推移し
ましたが、プリンターについては、主力製品であるインパクトプリン
ターのビジネスが減少しました。
（*）
ストレージ：外部記憶装置

02 OPEN

トピックスはこちらから。

ごあいさつ
議ご通知とあわせて、株主の皆様に送付させていただいた
「株主さまアンケート」
に多くのご回答をいただきました。こ
の場をお借りしてご協力いただ
きました皆様に御礼を申し上げ
ます。皆様からいただいた貴重
なご意見は、今後のIR活動に活
かしてまいります。
今後とも株主の皆様のご期
待に沿えるよう、グループ一丸
となって全力を尽くしてまいり
219億66百万円 （前年同期比5.6％増）
ますので、引き続きご支援をお
4億16百万円（前年同期比210.2％増） 願い申し上げます。

平素は当社経営に一方ならぬご支援を賜り厚く御礼申
し上げます。
さて、2015年度第1四半期が終了しましたので、第1
四半期株主通信をお送りし、連結決算概況をご報告いた
します。
企業の国内Ｉ
Ｔ投資については、景気の緩やかな回復基
調が続く中、
円安を背景として製造業を中心に、
大手及び
一部中堅企業においても回復の兆しがみられ、当社の第
１四半期連結実績は以下のように増収増益となりました。
［売

上

高］

［営 業 利 益］
［経 常 利 益］

4億36百万円 （前年同期比99.4％増）

［親会社株主に帰属する四半期純利益］

2億20百万円

※今回のアンケート結果につきましては、第2
四半期の株主通信にてご報告いたします。

（前年同期比145.5％増）

昨年度からスタートした中期経営計画
「Innovate2016」
（2014～2016年度）
において、”
収益の向上”
を推進する
とともにクラウド基盤の確立やサービスの変革、独自能
力の強化等に取り組んでいます。
中でも、情報ソリューション分野の
「システム開発」
が、
不採算案件の未然防止や超高速開発の取り組み等によ
り、
収益の向上につながりました。
第2四半期以降はクラウドサービスの充実やマイナン
バー制度に対応したソリューションの提案にも取り組み、
収益の向上に引き続き努めてまいります。
2015年6月17日開催の当社第51期定時株主総会決

2015年8月
代表取締役社長

山 田

隆 司

配当・株主還元について
株主さまアンケートでもご質問をいただいております
「配
当・株主還元」
について、当社はすべての株主様に利益を
還元することが重要と考え、株主優待の実施ではなく配
当の実施及び自己株式の取得・消却により株主の皆様に
利益を還元しております。
特に剰余金の配当については、経営体質の強化と将来の
グループ全体としての事業展開を考慮しつつ、株主の皆
様へ安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針とし
ております。

