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コーポレートガバナンス・コードへの対応を公表 株主総会のご報告

　今般、当社では、投資家の皆様に当社における
コーポレートガバナンス・コード（CGコード※）
への取り組み状況をご理解いただくために、全
原則についての取り組みを検討し公表しました。
　当社における、各原則での主な取り組みは次
のようなものです。

【株主の権利・平等性の確保】
・株主総会での十分な質疑応答の時間と機会を
確保
・株主総会は集中日を避けて開催、開始時間も
出席しやすさを考慮して午後１時開始

【株主以外のステークホルダーとの適切な協働】
・社会課題をITにより解決する方針の下、新規
事業として、地方の二次交通（バス交通等）活
性化や農業の課題解決を支援

【適切な情報開示と透明性の確保】
・CGコードの取り組みでは、JASDAQ上場企
業の適用を超えた全78項目の対応を開示

【取締役会等の責務】
・独立社外取締役２名、独立社外監査役３名体
制による経営執行の監督体制を構築

【株主との対話】
・分かりやすさを編集方針とする株主通信と株
主アンケートによるコミュニケーション推進
・IR専任部署を設置し、株主や投資家との建設
的な対話を促進
・中長期的な事業成長と企業価値向上のために
中期経営計画を策定し事業構造変革を推進、
その進捗状況を説明し開示
　当社では、CGコードに関する取り組みの充実
化を通じ、株主権利の確保と企業価値向上に取
り組んでまいります。
※：CGコードは、東京証券取引所等がまとめた上場企業が
守るべき行動規範を示したものであり、５つの基本原則
の下73の原則から構成されています。CGコードは自社
の事情に照らして実施することが適切でないと考える原
則については、「実施しない理由」をコーポレート・ガバナ
ンスに関する報告書において説明しています。

　詳しくは ユニリタ　コーポレート・ガバナンス を検索！

　当社は2020年６月11日、第38期定時株主総会を
開催しました。今年は新型コロナウイルス感染拡大
防止のため、株主総会も縮小する形となりました。
　そのため、当日の総会の模様は、当社IRサイトにて
動画を公開しております。また、株主の皆さまから事
前にご質問を受け付けられるよう質問フォームを設
け、頂いたご質問の中から当日の総会にて、ご説明も
行いました。
　また、例年、出
席された株主さ
まにお渡しして
いるお土産につ
いては、今年は
議決権行使をい
ただいた株主さ
まの中から、抽選で1,000名様に「季節の野菜詰合せ
BOX」を総会後にお送りさせていただきました。
　お土産の品は、当社の新規事業の一つである「農業
×IT」でご協力いただいている千葉県旭市エリアの農
家の方々が生産した野菜です。コロナ禍において、食
材の生産者も危機的状況に直面されており、従来の
販売ルートが閉ざされているいま、
微力ながら農家の方々へのご支
援の方法をと考え、選定させてい
ただきました。
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決算レポート

　株主の皆さまには、平素よりご支援を賜り誠にありが
とうございます。
　2021年３月期第１四半期決算レポートをお届けいた
します。
　依然、コロナ禍中ではございますが、皆さまの安全と
ご健康をお祈り申し上げます。
　今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し
上げます。

代表取締役
社長執行役員

【総会動画はコチラ】
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第1四半期　業績のポイント

■中長期的な課題と取り組み

【売上面】
・コロナ禍の環境下、産業界では働き方の見直しが急速に
進展。クラウド事業では、当社が従来より提供している
働き方改革やリモート環境下での生産性向上を支援す
るクラウドサービスが堅調に推移し増収。ソリューショ
ン事業およびシステムインテグレーション事業は、案件
受注の期ずれやIT投資抑制の影響を受け減収。

【損益面】
・クラウド事業は、売上伸長に伴い大幅に損益を改善。メ
インフレーム事業は、堅調な売上を受け増益。一方で、プ
ロダクト事業は、保守サービスなどのストック型収入は
堅調に推移するも、大型案件の反動減や受注見込みの案
件の期ずれが影響し減益。当四半期純利益は、特別利益
として上場有価証券の売却益を計上し大幅増益。

　いま産業界では、企業がデジタル技術を活用してお客様や社会のニーズに対応し、ビジネスモデルを変革する動きが一挙に加
速しています。このような環境下、当社が中長期的な課題と考えることと、その取り組みをご説明します。

　当社を取り巻くマーケットにおけるお客様の変化としては、大
きく3つあります。それは、①の変化による「資産を持たないこと
の選択」、②の変化による「IT投資の予算が攻めの投資、事業部門へ
と移行」、③の変化による「顧客のビジネスの成功までを視野に入
れる必要性」です。

①　お客様の価値観の変化
所有から利用へ

②　お客様層の変化
情報システム部門から事業部門へ

③　お客様との繋がりの変化
販売したら終わりから販売してから始まるへ

１．当社を取り巻くマーケットの変化

　ITによる社会課題の解決を通じて企業価値向上を図る
ことを経営戦略の柱にしています。いま取り組んでいる事
業は、地方の二次交通（路線バス等）活性化のためのバス位
置情報関連サービス、農業課題をITで解決するための収穫
ロボットや農作物の生育データ取得のプラットフォーム
開発です。今後は、持続可能な社会発展に貢献するため、こ
れらのサービスから取得、蓄積されたデータの活用を軸と
したビジネスモデルの確立を目指します。

DATADATADATADATA DATADATA

４．社会課題解決に向けた
　　データドリブン型事業の創出

持続可能な社会（SDGs）発展の観点から事業を創出

・社会課題の解決を通じて中長期的な企業価値の向上を図る
・データドリブン型事業として新しいビジネスモデルを構築

HR（人事総務）SaaS
～働き方改革～

移動体 SaaS
～地方創生～

農業 SaaS
～一次産業活性化～

　事業の柱となってきた、既存製品※の提供方法もお客様
の所有から利用への価値観の変化に対応します。販売方法
を製品売切り型から利用料課金型へとシフト、製品機能を
活かし、お客様の業務プロセスを受託するアウトソーシン
グサービスなど、サービス化により長く利用いただくビジ
ネスモデルへと転換する考えです。
※：プロダクト事業を構成する、自動化、ETL、帳票系のソフトウェア製品群

２．既存製品のサービスシフト
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　戦略事業であるクラウド事業では、お客様層の変化に対応しま
す。DXの進展は、当社のお客様層をこれまでの情報システム部門
から社内の事業部門へと拡大させます。当社では、この変化を新
規のお客様開拓のチャンスとし、事業部門、全社員が利用するク
ラウドサービスの開発を通じスケールするビジネスモデル作り
を進めます。

３．ビジネスSaaS事業の拡大
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