
■エイジア（東証１部/2352） ※図表はバフェットコード様の著作より転載

販促等メール配信システムを軸にマーケティングシステムをクラウド提供し、EC領域の販
促促進のサービスを提供。コンテンツ制作やEC事業にも参画。配信技術に高い技術力。

財務岩盤(無借金)

増収基調 増益基調

高収益率

2019/5/13更新



■売上構造

アプリケーション事業は売上8割・利益9割を構成

※図表は会社開示の決算説明資料より抜粋

顧客共有のクラウド領域に導入
(Public)

ASP型

顧客専用のクラウド領域に導入
（Private）

SasS型

顧客のサーバーへ導入
(個別導入)

ライセンス型

イニシャル

月額

アプリケーション事業

導入時の初期費用として一括して計上

顧客の周辺システムやハードウェア等と
の連携等の細かなカスタマイズが生じる。
そのため導入までに一定の時間を要す
るが金額ロットも大きいため、大企業中
心に利用される。

Private領域の確保や周辺システムへ
のAPI連携等のカスタマイズを要するが
一定の標準型に当てはめられ中堅以
上の会社で多く利用される。

Public領域にカスタマイズを要さず手軽
に導入することができる。その分安価に
始められ、中小規模の会社で多く利用
される。

導入後の運用費用として月額で計上

ライセンス売り切りのため、月額利用料
は発生しないものの、バージョンアップ
(機能追加)や維持保守サポートの費
用が薄く稼働見合いで案件化あるか？

バージョンアップやオプション機能、あるいは従量課金制に従って課金。
顧客にとってはソフトへの追加投資なくとも月額で基本機能は継続利用可能という
ストックビジネス。

コンサルティング事業 オーダメイド事業 EC事業

個別受注型でWEBCASを有効活用
するためのコンテンツ企画制作等のコン
サル
→アプリケーション事業へのノウハウ還流

個別受注型でWEBCAS導入時の周
辺業務システムの構築・コンテンツ制作
事業
→リソース観点から縮小

ベビー用品通販ECサイト運営

→ECノウハウの取得の非財務面でも
貢献



■財務データの確認（PL）※通期推移

トップラインは高成長が続く。利益も高利益率維持。足元で減損処理。

売上高成長

粗利率足元やや低下傾向

販管費率抑制

増益基調

増収増益基調が続き利益率も高水準域。粗利率低下を販管費率抑制がカバーし、営業利益
率は20％超を持続。増税時に販促機会様子見で減益となっており、消費動向に影響受ける。

消費増税影響による減益

増益基調 開発方針の変更に伴い
特別損失を計上

※一部図表は会社開示の適時開示情報を抜粋

※2019/5/13開示文書より

クロスチャネル
PFシステム

資産
リリース・提供

中止 減損処理

費用

※純利益に対しては税金等の兼ね合いもあるので、割り戻しての定量評価は実施していません。



■財務データの確認（PL）※四半期推移

１Qで採用関連の強化で利益やや弱くなるが全体として増収増益基調

積極的な新卒採用により1Qに利益率落ちる

四半期内で順次増収積み上がる

・ストックが積み上がる事で時間の
経過と共に売上も積み上がる構造。

・期末の納入もあり4Qにやや偏重。

・特筆すべき季節要因はない。

・販管費総額は増加傾向も増収
効果で販管費率は下落トレンド。

・近年は特に新卒採用強化により
1Qで費用先行のため利益率やや
落ちる。



■財務データの確認（BS）

無借金・財務基盤は極めて岩盤。溢れ出る現金使途に今後も注目。

※図表は会社開示の決算短信及びバフェットコード様の著作より抜粋

純資産が順調増

減損損失処理

EC事業のMA

無借金

自己株買い

買掛金増加売掛金増加 100％超で安全

低水準で問題なし

豊富な現金

潤沢な剰余金



■財務データの確認（CF）

安定的なフリーキャッシュフロー生成。投資と自己株買い等に適切に投下

安定的な営業CFの推移

■財務CF
自己株買い出動
■投資CF
システム・株式投資、MA



■決算アウトルック（定量データ）

前期は計画未達。減損は一過性。失注は外部環境変化の影響を注視
～ 今期計画は中計届かずも強い増収増益が継続 ～

前期着地は計画を下振れて着地。

※図表は会社開示の決算補足説明資料より転載

今期は増収増益持続を予想

■4Qに当初見込んでいた案件が複数剥落により売上未達。要因
としては、消費動向の落ち込みや消費増税を睨んだ小売りEC事業
者の様子見が影響している可能性がある。コンペに負けたなどの競
争優位性毀損は認められない(IR電話にて確認)

■売上未達により事業ポートフォリオが変化し、利益率が下落。更
に開発方針変更に伴い資産を捨てる意思決定により減損損失を計
上。

■アプリケーション（クラウド）が増収寄与大
→前期SaaSイニシャルの失注があって初期分からの月額寄与が弱
くなる懸念は問題ないか？初期頼りの計画だとすると外部環境によ
り影響を受けやすい内容と推察される。

■コンサル、オーダーメイド、ECも全て増収計画。
→影響度小さいがECはフル寄与するものの実力ベースで2桁増が必
要だが、商材的にそんなに伸びるものか注視。

現時点で見通せる案件
の積み上げで策定

↓
コンサバという意味では

なくニュートラル
(IR電話確認済)



■決算アウトルック（定量データ）

計画上で前期4Q失注の要因が今期に影響を及ばないか注視。
～ 小売りECの顧客側の投資マインドの変化による影響はいかに ～

※図表は会社開示の決算補足説明資料より転載

ストック積み上がり増収持続

1Q減益は採用で問題なし

3Qで利益率下がるのは増税影響考慮か？
増税影響をどう反映しているか。トップラインは伸長継続か。

前期に大型案件失注があり
月額ストック積み上がりなど問題ないか。
また1Q以降も消費動向や増税影響で
投資抑制マインドが生じないのか。

前期の凹凸の反動を考慮。
当セグメントも顧客の投資抑制は影響ないか。



■決算アウトルック（開発方針変更）

開発方針変更は早期意思決定に敬意。選択と集中による効果を期待

※図表は会社開示の決算補足説明資料より転載

データ統合化はDWH/DM構築技術に特化した
ソリューションや製品群も多く競争環境上、エイジアの優位
性を見出すのに苦労したものと推察。
特に最近では統合化もAIを活用したものも多く、現状のリ
ソースでここにキャッチアップするのは困難だった。
この部分は外部連携機能を備えることで外部リソースに頼
り、エイジアの強みである配信に係る部分に特化することが
肝要と判断したと思われる。

そして、外部連携という点ではMarketoとの連携した形で
の実績が既に出てきており、今後もこのようなスキームで連
携モデルでの提供を目指していくよう戦略を変更した。

・減損損失による費用計上
・人材リソース配置転換による組織
内の体制整備負荷
・周辺アプリへの連携部分での仕
様変更が生じる可能性
・人材定着・育成の観点で社内雰
囲気の状況によっては影響を受け
る可能性

短期的な影響

・ターゲット領域の選択と集中によ
るマーケット成長の縮小
・人材リソース再配置による注力分
野への稼働充足
・他社MAとの提携による顧客層拡
大や創造的活動の進化
・他社MAのチャネル最適化部分進
出による競争激化。

長期的な影響

短期的には費用計上のマイナス要素も、長期的には得意領域に注力でその効果発現に期待したい。



■決算アウトルック（役員報酬減額）

役員報酬減額を即座に決議

※一部図表は会社開示の適時開示情報を抜粋

※2019/5/13開示文書より

売上・利益未達

特別損失計上

社長と営業所掌の常務がそれぞれ25％減額

社長と技術所掌の専務がそれぞれ25％減額

業績未達や特別損失計上での役員報酬減額は、個人的にはそこまでしなくても・・・という気がしました。
確かに開発方針の大転換に至り、4Q単体で純利益赤字という状況に経営責任はあると思いますが。
でもこの程度で役員報酬減額するならもっと、多くの会社の役員が減額しないといけない気も・・・。
しかも、株主への配当も維持していますしね。

通常、大幅減配もしくは無配転落に陥るような甚大な被害があった時に行われるものと認識していますけどね。
いずれにせよ、相応の覚悟と責任を感じて経営されていることがありその点はよいと思います。



■還元姿勢

増配継続+優待実施(隠れ優待もあり)

今期も増配予定

23円

20.3期

優待はクオカード
+

議決権行使お礼クオカードあり

※昔は総会出席者に飲むオリーブオイル配布
今はなくなり菓子折りになってしまって残念・・・

増配継続

※図表は会社Webより転載

自己株買い影響



■従業員リソース

本体要員数は微減となり新卒追加も人材定着には課題の側面も。

※図表は会社開示の決算補足説明資料より転載

新卒7人増加も純減
→中途が流出や新卒が早期退職か？

子会社純増もあり要員数も純増



■株価推移

外部要因影響をどう捉えるか株価も迷走か

株価は先行き不透明感に先行して売られてきた局面。
今期ガイダンスは一定の強さを保てているものの中計手が届かないガイダンスに迷走か。



■未来の考察（株価水準）

景況感の後退による投資抑制が顕在化した悲観シナリオを追加

売上 17.0億

営業
利益

3.7億
（21.8%）

EPS 32.3

BPS 343.0

19.3実

売上 約31億

営業
利益

約7.4億
（24.0%）

EPS 約120

BPS 約460

23.3 予(堅調)

堅調シナリオ
(利益CAGR14%)

売上 約29億

営業
利益

約6.7億
（23.0%）

EPS 約110

BPS 約450

(85-)110-120円

想定EPS

(12-)20-24倍

想定PER

(1,020-)2,200-2,880円

目標株価

× ＝

(340-)450-460円

想定BPS

(2.5-)3.5-5.5倍

想定PBR

(850-)1,580-2,530円

目標株価

× ＝
※過去平均20.7倍 過去最高37.4倍

※過去平均3.4倍 過去最高6.2倍

個人的見解に基づく皮算用です
(会社開示の予測ではありません)

2000円台
半ば水準を期待

23.9 予(楽観)楽観シナリオ
(利益CAGR18%)売上 19.5億

営業
利益

4.5億
（22.9%）

EPS 74.61

BPS 約370

20.3会社予想

売上 約18億

営業
利益

3.5億
（19.4%）

EPS 約60

BPS 約340

20.3予(悲観)

悲観シナリオ
(利益微減)

23.3 予(悲観)

売上 約24億

営業
利益

約5.3億
（22.0%）

EPS 約85

BPS 約400

悲観シナリオ
(利益CAGR12%)

※()内は悲観シナリオイメージ



■特記事項メモ

・美濃社長は銀行出身者で非常に丁寧な方という印象。IT技術の素養については未知数。

・配信技術に特化していてテクニカルな会社という印象。営業力強化が課題とも感じる。

・かつての総会参加者は個人投資家数人に対して、大量のオリーブオイルのお土産が用意されてた。
このオリーブオイルはティースプーンで毎日一口飲むと潤いを与えてくれる高級もの。
なお、美濃社長のお気に入りで私もお気に入りだったが、最近は菓子折りに変更された模様。

・かつてのIR担当は現テモナの取締役へ転身しご活躍。新たなIR責任者もお電話など大変丁寧
なご対応を頂ける方。

・株主総会が午後開催でダブルバッティングしても参加可能なように配慮されている。

・消費動向により業績に影響があった。（前回増税時の一時的な落ち込み時）

・決算説明資料の成長訴求の根拠データ引用元が２、３年前と古い。
（最新トレンドに沿った際に、有用な材料としてみていてよいか。）



■最後に

当ファイルはあくまで個人的な見解に基づき記載をしています。
記載されている定量的・定性的内容については、事実と異なる可能性を多分に含んでおります。
従って、実際の投資判断はあくまで各自の主体的判断に基づき行われるようにお願いいたします。
なお、対象会社への投資を勧誘するものでも、否定するものでもありません。いわゆる煽りの意思は
一切ございません。

また、当方は初心者投資家でありますので、あるべき観点や考察の浅さが目に付くこともあろうかと
思います。そのような点にお気づきになりましたら、ぜひ指導のためにもご指摘を頂けますと大変嬉し
く思います。そのようなご指摘を頂ける機会を望み、稚拙ながら情報発信を続けておりますので、ご
理解とご協力をお願いできればと思います。

最後に、当資料の公開について、対象会社などからご指摘があった場合、即座に訂正をさせて頂く
とともに、必要に応じて公開を取りやめることといたします。


