
売上高 465億円 （前期比△3.1％）

経常利益 47.0億円 （前期比△2.2％）

売上高経常利益率
（ROS） 10.1％ （前期比+0.1ポイント）

親会社株主に帰属
する当期純利益 30.9億円 （前期比△3.0％）

2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け減収減益となりました。
2021年度は、売上高、経常利益ともに過去最高であった2019年度の水準まで
回復を目指します。

この度、西崎宏より代表取締役社長を引き継ぎました大木
哲夫でございます。何卒よろしくお願い申し上げます。

2020年度連結実績

1984年 4月 川崎製鉄㈱入社

2011年 4月 JFEホールディングス㈱ 企画部長

2014年 4月 同社 財務・ＩＲ部長

2015年 4月 同社 常務執行役員

2018年 4月 ＪＦＥスチール㈱ 専務執行役員

2020年 3月 同社 専務執行役員退任

2020年 4月 当社 常勤顧問

2020年 6月 当社 代表取締役副社長

2021年 6月 当社 代表取締役社長（現任）

社長インタビュー Top Interview

DISCLOSURE REPORT

株主のみなさまへ
2020年度ご報告 （2020年4月1日―2021年3月31日）

2020年度業績の評価は？Q
A 　新型コロナウイルス感染拡大の影響により減収

減益となりました。
　売上については、お客様のＩＴ投資の停滞の一
方、テレワーク環境の整備などによる基盤サービ
ス事業の需要増により微減となりました。
　利益面では、経費等のコスト削減および年度後
半での挽回により経常利益は前年比マイナス1億
円に留まりました。

プロフィール
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●ＤＸ推進イメージ

連結売上高 連結経常利益／親会社株主に帰属する当期純利益 

社長インタビュー Top Interview

連結業績ハイライト （単位：億円）

■連結経常利益   ■親会社株主に帰属する当期純利益

JFEスチール
「省エネルギーセンター会長賞」受賞 DX推進部の新設

2020年度のトピックスは？Q
A

　当社はJFEスチールが2020年度省エネ大賞を受賞
した“データサイエンスを活用したエネルギー需給
ガイダンスの開発”に貢献いたしました。
　引き続き、製鉄業の省エネルギー化にシステム面
から貢献し、SDGsに取り組んでまいります。

ガス・電力等
の測定値等

最適省エネ
シミュレーション

ガイダンス

CO2削減、
電力コストの
低減等を実現

オペレータの
業務遂行を
サポート

エネルギーロス
最小化

設備の
稼働計画等

製鉄所内の
エネルギー
需給予測

●概要

　ＪＦＥスチールおよびそのグループ会社を含む製造・
流通業界向けへのデジタルトランスフォーメーション

（DX）の推進部署として、ＤＸ推進部を新設しました。
　今後は、ＤＸ領域におけるソリューション戦略の企画
調整、提案、開発支援等を行ってまいります。

JFE以外の
製造・流通業

顧客

ＪＦＥスチール
ＪＦＥグループ

各社

※JFEHDは2021年度からのDX銘柄取得の前提となる「DX認定事業者」の
認定取得済み（2021年3月）

６年連続受賞中※

(JFEHD)

ＪＦＥシステムズ
ＤＸ推進部

ユーザー企業の変革を共に
推進する共創パートナー

2021年度業績予想についてQ
A

（百万円）
2021年度業績見通し（連結：前期比）

2020年度
実績

2021年度
見通し

増減
金額 率

売上高 46,468 48,000 +1,532 +3.3%
営業利益 4,666 4,760 +94 +2.0%
経常利益 4,698 4,800 +102 +2.2%
売上高経常利益率（ROS） 10.1% 10.0% △0.1ポイント
親会社株主に帰属する
当期純利益 3,086 3,100 +14 +0.5%

売上高、経常利益ともに過去最高であった２０１９年度の水準まで回復を目指します。



2019
年度

2020
年度

2021
年度

2017
年度

2016
年度

2015
年度

2014
年度

2013
年度

2018
年度

120円/株

50円/株

85円/株

120円/株

44円/株
34円/株28円/株22円/株

（見通し）

120円/株相当※

※2021年4月1日に普通株式を１株につき２株の割合をもって分割しております。
分割後の配当は60円／株となります。

新役員体制 Board of Directors and Auditors

●配当金の推移株主の皆様へQ
A 　今期末配当につきましては、120円/株と

いたします。
　2021年度の配当は配当性向30％目途
の方針に基づき今年度と同等の配当を予想
しております。
　当社は引き続き株主の皆様にご満足いた
だけるよう、企業価値の増大に向けた様々
な施策を推進してまいります。

代表取締役社長
大木 哲夫

（CEO）

取締役
中村  元

（常務執行役員）

取締役
佐々木 富雄

（常務執行役員）

取締役
下田  純

（常務執行役員）

取締役
原田 敬太
（常務執行役員）

取締役
國安  誠

（常務執行役員）

監査役
松井 毅浩

（社外）

取締役
矢野 正吾

（社外、独立役員）

取締役
小林 隆照

（社外、独立役員）

監査役
宇田  斉

（社外） 取締役
新井 幸雄

監査役
稲永 宏和

代表取締役社長



POINT 1｜連結貸借対照表 POINT 2｜連結損益計算書

1 資産合計 ⇒ 2,265百万円増加 
堅調な業績を反映し流動資産が増加しました

2 負債合計 ⇒ 211百万円減少 
リース債務等が減少しました

3 純資産合計 ⇒ 2,476百万円増加 
親会社株主に帰属する当期純利益計上に伴う利益剰余金
の計上により増加しました

4 売上高 ⇒ 1,486百万円減少 
鉄鋼向け、一般顧客向け事業の売上高が減少しました

5 経常利益 ⇒ 105百万円減少 
売上高の減少に伴い経常利益も減少しました

6 親会社株主に帰属する当期純利益 ⇒ 95百万円減少 
経常利益の減少により、親会社株主に帰属する当期
純利益も減少しました

単位：百万円 2019年度末 2020年度末 差

資産の部

流動資産 22,700 25,761

固定資産

有形固定資産 3,657 3,033

無形固定資産 3,630 3,251

投資その他の資産 3,877 4,084

固定資産合計 11,164 10,368

資産合計 33,864 36,129 12,265

負債の部

流動負債 9,200 9,419

固定負債 6,066 5,636

負債合計 15,266 15,055 2△211

純資産の部

株主資本

資本金 1,391 1,391

資本剰余金 1,959 1,959

利益剰余金 14,208 16,352

自己株式 △1 △1

株主資本合計 17,558 19,701

その他の包括利益累計額 415 685

非支配株主持分 625 688

純資産合計 18,597 21,074 32,476

負債純資産合計 33,864 36,129

単位：百万円 2019年度 2020年度 差

売上高 47,953 46,468 4△1,486

売上原価 37,409 36,144

売上総利益 10,544 10,324

販売費及び一般管理費 5,741 5,658

営業利益 4,803 4,666

営業外収益 32 46

営業外費用 33 14

経常利益 4,803 4,698 5△105

税金等調整前当期純利益 4,803 4,698

法人税、住民税及び事業税 1,308 1,579

法人税等調整額 183 △69

当期純利益 3,312 3,188

非支配株主に帰属する当期純利益 131 102

親会社株主に帰属する当期純利益 3,181 3,086 6  △95

連結貸借対照表 連結損益計算書

単位：百万円 2019年度 2020年度

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,006 6,090

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,757 △1,095

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,386 △1,840

現金及び現金同等物の増減額 1,863 3,155

現金及び現金同等物の期首残高 9,262 11,125

現金及び現金同等物の期末残高 11,125 14,279

連結キャッシュ・フロー計算書

（注）本連結財務諸表中の表示数字未満の端数の扱いは四捨五入としています。

2020年度連結財務諸表の概要 Financial Statements



今後の買増しで考慮する点（重視しているもの1つ）Q4

「2020年度上期ご報告」に同封いたしました株主アンケートにつきまして、338通のご回答
をいただきました。ご協力くださいまして有難うございました。今後とも株主の皆様のご期
待に沿えるよう努力してまいります。

値上がりを重視している方が微増（2.3%）し、
配当利回りを重視する方が減少（-3.3%）しました。

業界情報 24
その他 16
未回答 2

61経営方針
事業内容 65

93強み・特長

事業計画 108
100新製品・新技術

84財務情報

業績説明
（件）
175

研究・開発内容 65

PICK
UP

株主アンケート結果報告 Questionnaire

4.5%

43.3% 37.6% 13.7%

■10年以上
■3〜5年未満

■2年未満
■2〜3年未満

■5〜10年未満
■未回答

44.7% 27.5% 12.6%

6.4%

0.3%8.5% 6.1%

0.9%

24.7% 20.1% 14.3% 12.1%10.4%

8.7% 3.4%

0.2%
■配当利回り
■JFEグループだから
■事業内容がいいから

■将来性
■業績がいいから
■その他

■値上がり期待
■IT関連株だから
■未回答

■配当利回り
■その他

■値上がり期待
■未回答

■株主優待

当社について知りたい情報（複数回答）Q2

配当利回りを重視している方が微増（2.3%）しました。

当社株式の保有期間Q1

昨年と比較して2年未満の短期保有の方が増加（7.2%）し、
5年以上の長期保有の方が減少（-4.6%）しました。

当社株式の購入、保有の理由（重視しているもの1つ）Q3

昨年と同様に半数以上の方が業績について
知りたいと回答しました。

ニューノーマル時代に即したJFEシステムズの取り組み

　コロナ禍での事業活動で必要なテレワーク等、遠隔での業
務遂行に円滑に移行しました。また、対面での業務活動に制
限がかかる中、営業活動や新卒採用に活用できるオンライン
配信用スタジオを社内に設置しました。

本社内オンラインスタジオ（呼称:レインボースタジオ）

コロナ禍前（2019年度） 2020年度

在宅勤務実施率
（本社）

—
（一部社員のみ）

約６割
（緊急事態宣言下7割/その他期間5割）

オンライン会議
（開催回数/月・人）

1回/月・人 42回/月・人
（2021年1月時点）



6月24日に開催されました、第38回定時株主総会の決議内容につきましては、
当社ホームページ https://www.jfe-systems.com/ir/stock/sto_soukai/index.html をご覧ください。

会社の概要／経営体制／株式の状況 Corporate Data / Management Team / Stock Information

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年6月
基 準 日 株主総会・期末配当は毎年3月31日

中間配当を行う場合は毎年9月30日
株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号

三井住友信託銀行株式会社
特 別 口 座 の
口 座 管 理 機 関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

郵 便 物 送 付 先 〒168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（ 電 話 照 会 先 ） 電話0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で
行っております。

公 告 方 法 電子公告
https://www.jfe-systems.com/ir/stock/houtei.html
ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない 
場合は、日本経済新聞に掲載します。

上場証券取引所 東京証券取引所市場第二部

株主メモ

ご注意 本資料の将来の業績等に関する見通しは、リスクや不確定な要因を含んでおります。
実際の業績は、さまざまな要因により、見通しとは異なる結果となる可能性がございます。

お知らせ
◉住所変更等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申付けください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口
座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申付けください。

◉未払配当金の支払いについて
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申付けください。

◉「配当金計算書」について
配当金支払いの際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく

「支払通知書」を兼ねております。
＊確定申告をされる株主様は、大切に保管してください。

Copyright ⓒ  2021 JFE systems, Inc. All Rights Reserved.
本誌の無断複製・転送などはおやめください

〒105-0023　東京都港区芝浦一丁目2番3号　シーバンスＳ館
JFEシステムズ株式会社　総務部　総務・法務グループ
電話　03-5418-2400　  FAX　03-5418-2445

DISCLOSURE REPORT 株主のみなさまへ
2020年度ご報告

（2021年3月31日現在）

名称（商号） JFEシステムズ株式会社
JFE Systems, Inc.

本社所在地 〒105-0023
東京都港区芝浦一丁目2番3号
シーバンス Ｓ 館
電話　03-5418-2400

設立 1983年9月1日
資本金 1,390,957千円

主な事業内容 情報システムのインテグレーション
および運用・保守など

従業員数 1,839名（連結）

子会社の状況
当社の議決権比率

JFEコムサービス株式会社 66.6%
株式会社アイエイエフコンサルティング 100.0%

上場証券取引所 東京証券取引所市場第二部（証券コード：4832）

会社の概要

経営体制 （2021年6月24日現在）

取締役 代表取締役社長（CEO） 大 木 哲 夫
取締役（常務執行役員） 佐 々 木 富 雄
取締役（常務執行役員） 原 田 敬 太
取締役（常務執行役員） 國 安 誠
取締役（常務執行役員） 中 村 元
取締役（常務執行役員） 下 田 純
取締役 社 外  独 立 小 林 隆 照
取締役 新 井 幸 雄
取締役 社 外  独 立 矢 野 正 吾

監査役 監査役 社 外 松 井 毅 浩
監査役 社 外 宇 田 斉
監査役 稲 永 宏 和

執行役員 常務執行役員 奥 野 敦 己
常務執行役員 船 尾 哲 也
常務執行役員 笹 井 一 志
常務執行役員 森 本 哲 也
執行役員 杉 原 明
執行役員 生 田 淳
執行役員 森 弘 之
執行役員 中 山 俊 夫
執行役員 仲 村 基 志

大株主

※ 持株比率は、自己株式（490株）を控除して計算しております。

当社への出資状況
株主名 所有株式数 持株比率

JFEスチール株式会社 5,116千株 65.16%
JFEシステムズ社員持株会 588千株 7.50%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 102千株 1.31%
JFEプラントエンジ株式会社 100千株 1.27%
STATE STREET BANK AND
TRUST COMPANY 505050 77千株 0.99%
アトラス情報サービス株式会社 50千株 0.64%
JFEアドバンテック株式会社 50千株 0.64%
JFE物流株式会社 50千株 0.64%
三井住友信託銀行株式会社 50千株 0.64%
株式会社東計電算 47千株 0.61%

株式の状況
発行可能株式総数 31,412,000株
発行済株式総数 7,853,000株（自己株式490株含む）

株主数 3,170名 

所有者別株式分布状況

外国法人等 307千株（3.9%）

金融機関 170千株（2.2%）
証券会社 60千株（0.8%）

その他国内法人 5,437千株（69.2%）

個人・その他 1,877千株（23.9%）


