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株主総会のご報告
証券コード： 3800

■AIを活用し、バスターミナルの窓口案内
業務を効率化！
地方の二次交通活性化を支援しているグルー
プ会社㈱ユニ・トランドがバス事業者へ提供す
るサービスに
「人工知能（AI）
」を取り入れた新た
なサービスをご紹介します。
同社は言語認識技術とAI技術を持つ㈱デジタ
ルアテンダントと協業し、北海道帯広駅前バス
ターミナルにおいて、業界として初めてとなる
本格的AI技術を導入した「AI窓口サービス」の提
供を7月より開始しました。
国内外からの観光客数が増加している観光地
のバス案内窓口では、発券等の複雑な業務の他
に案内業務の負荷が高まっており、業務効率化
やサービス品質の向上が課題でした。
本サービスは案内窓口スタッフに代わり、利
用者がAI窓口に話しかけるとAIが質問内容を認
識し、路線バスの検索をはじめ、周辺施設や観光
地、バス乗り場案内等の情報を対話形式で回答
します。これにより、案内窓口スタッフは、業務
効率化と利用者に向けたサービスの品質向上に
専念することができます。
また、増加する訪日外国人観光客の利用のた
めに英語にも対応し、今後は他言語による案内
も計画しています。
本サービス
は 2018 年 7 月
2日の日経産業
新聞にて紹介
されました。

ガ イ ド 役 のCGを 画
面に表示したAI窓口

当社は2018年6月14日、第36期定時株主総会を
開催しました。お連れ様1名をご招待する取り組み
を継続し、今年は株主様向けとしては初めてとなる
中期経営計画説明会を開催しました。
今年は株主様377名とお連れ様38名にお越しい
ただき、総会、説明会含めて本年度からスタートした
中計の内容、前期業績、女性の活躍、社外取締役、株価
動向、現預金の活用等について活発なご質問をいた
だきました。
なお、総会にご来場いただいた株主様には、
「セミ
ドライフルーツセット」をご用意しました。本品は、
当社の新規事業である農業SaaS事業の取り組みに
おいて、福島県の果樹産業にITを適用すること、そし
て、同県の農業が震災後、力強く復活の道を歩んでい
ることをささやかでも応援させていただきたいとの
想いから選定しました。

当期の配当予想について

当社では当期から利益還元指標に、株主資本配当
率
（DOE）を採用しました。これは配当の安定化を図
り、資本効率ならびに財務の健全性を踏まえた株主
還元を行うためのものです。当期の1株当たりの配
当予想
（普通配当）は、中間27円、期末27円としてお
ります。これにより、年間配当予想は1株当たり54円
（前期比8円増加）となります。

IRカレンダー（予定）

11月 6 日（火）
：2019年3月期第2四半期決算発表

12月10日（月）
：中間配当金支払い開始（予定）
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業績のポイント

◦各セグメントが好調、
売上高は前年同四半期比42.1%
増加
◦ソリューション提案による自社製品の大型案件受注
◦新たに子会社化した㈱無限による業績貢献
◦損益面では、
成長領域への研究開発投資、開発体制の
強化、
マーケティング活動費の増加等が影響

中計初年度、事業構造変革に向けて
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このような環境の中、当社グループでは、
「 独立系の自社開発パッ
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