
令和元年１１月下半期最初の全体朝礼
スピーチ内容 (2019‐1106）

＜要旨＞

☆ 景気の先行指標となる半導体需要、世界的に底入れ、需要が戻って来た。
サービスで最高益アップルは５Ｇ睨み、センター復活のインテルは売上最高、
５Ｇ特需でサムスン、ＴＭＳＣが積極投資、ソニーも12年振りに新工場建設。

☆ 今日の話の内容：景気は今が底、年度業績の目先利益より企業体質強化。
懸案の米中貿易戦争は、両国の国内事情から年内妥協の可能性が高い。
世界経済悪化の原因になっていたこのトゲが外れると、全てが好転する。
ラグビーＷ杯が成功裏に終わり、これから日本は5輪特需の時期に入る。
消費増税の停滞感も先行き明るい展望、当面、ITサービスは好調に推移、
景況安定化を背景に当社の計画、生産44億利益1億5千万超は達成確実。
当社の持続的成長への条件は、次期経営体制、若手の成長と中堅抜擢、
そして先端技術の導入と民主化、今は利益拡大より経営基盤強化最優先。
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１．はじめに

[今月の話題：東京五輪マラソンが札幌開催に変更、外堀埋まる]
～ このタイミングと正論には反対出来ないが、政治優先劇は結果プラス

〇 暑さの東京で勝てる選手を公平に選ぶ8月のMCGが宙に浮く

水道橋駅前を通るコース、下見を兼ね日曜日に、見に行ったのだが？

〇 ドーハの世界陸上で途中棄権者が続出、東京は中東のカタール並み

選手ファーストのIOCの正論には勝てず、森組織委員長もGive Up？
〇 それにしても、IOCが札幌を名指して来るとも思えず、誰が札幌を推薦

橋本聖子五輪相は北海道選出のメダリスト、小池都知事と女の闘い

〇 決まったからではないが、東京五輪は日本開催、札幌移転に賛成だ。

人口減少の日本は東京一極集中より分散多極が将来を豊かにする

暑さはアフリカ勢に勝てないが、涼しければ日本選手にチャンスあり



２．上期確定実績
[上期実績生産20億8千万円、３Ｑ11.5億４Ｑ12.8億で年度生産44億超]

～ 経営環境安定ならば、上期実績から年度生産44.9億、利益1.5億円超

〇 9月の経営管理部の確報、8月9月2ヵ月連続黒字で上期で黒字に届く
9月確報： 売上542M 生産406M 損益33M
第2四半期合計 生産 330M+343M+406M=1079M 10億7900万円

損益 △13M+10M+33M=30M 3千万円
〇 上期実績集計、売上1991M 生産2083M 損益 3M

上期生産 １Q+２Q=1004M+1079M=2083M 年度計画： 2050M
損益 △27M+30M=3M △20M

〇 上期実績から３Qは10月+２Q、 ４Qは３Q+前期から単純推計すると
３Q推計生産1129M損益67M 4Q推計生産1280M損益80M+α 
年度の単純推計は 生産44.9億円 損益1.5億円+α ～ 増収黒字



３．ITサービスの経営環境
[一部製造業の景況悪化続くが、世界景気は今が底、経済環境安定]

～ 米中貿易戦争は年内妥結見通し、悪材料が解消して景気回復軌道へ

〇 米中貿易戦争は12月に課題先送りで交渉妥結の可能性が大きい
米国の事情 ： 大統領選挙では、交渉妥結が最大のアピール点
中国の事情 ： 限界を超えた経済悪化、面子が立てば条件は低い

〇 世界経済の最大の暗雲が晴れ、欧米、東南アジア、米中自身復活
ドイツの四半期赤字は中国が遠因、ASEANの低迷もサプライチェーン
何よりも、米中の貯まった滞貨が一斉に動き出し、工場も稼働する。

〇 日本は４Qの赤字が予想されるが、消費も復活して黒字に回帰する？
工作機械に建機、半導体に電子部品と自動車部品、製造業に明るさ
ITサービスは先行きで投資、五輪特需もあって、IT 投資が動き出す。

〇 自動車関税はトランプの対日対中対欧への交渉カード、不安が残る
自動車販売が低迷し、GM・フォードが大幅減益の中でT社の独り勝ち
先行き不透明だが、死活のCASEでソフト需要底堅く、ＩＴサービス堅調



４．大阪支社の現状と課題、下期の業績見通し
[倉庫管理システムの安定開発業務を軸に、計画的に他業務拡大中 ]

～ 新旧社員全員が支社立上げ目標へ参画、段階的業務平準化が課題

〇 一括120人月規模のWMS開発、詳細設計を終えて実装テスト段階
設計はベテランが客と一緒に時間をかけて作成、品質は保証される
大阪支社のスペースを確保、顧客に開発環境を提供することで協業
開発環境提供は経営の人材育成投資、新人中途の人材育成に効果。

〇 技術者現在50名、客先常駐多いが、現場管理とイベントで一体感共有
創業初期は何処も少人数作業が多いが、仲間達との一体感が重要、
現場ミーティングや支社懇親会で情報共有進めており、勢いがある。
WMSでOJT中の新人の段階的分散が課題、拡大成長への可能性も、
先進技術案件が立上がりつつあり、徐々に社内業務を増やして行く。
主な顧客：KSR, NI+C,NTTDT_SBC, NTTDT_関西,P社,FAE,NUL,SEC・・・

〇 会社の信用もあり人材採用面は順調、20年7月70名、21年7月100名
50名で単月黒字、70名で年間黒字、100名で戦略的成長基盤構築



５．名古屋支社の現状と課題、下期の業績見通し
[定常的技術系ITサービスからの脱皮が課題、不断の成長の場確保へ]

～ 先進技術で現場案件掘起し、BIS系大規模開発Call Center案件に挑戦

〇 社員120名、先進＋解析40名、EITサービス50名、BITサービス30名
CADCAMCAE/PDMのEITサービスの長年の実績で信用は増しているが、
システムが安定・高度化し、顧客要求がEITの他分野に移る中で、
必要性と期待感が相対的に低下、改良保守に従事しつつ、
コスト面から作業の効率化、減員が求められている。
その解決策の一つが、先進＋解析（AITサービス）とBITサービスの拡充

〇 先進技術部のAITサービスは、実績を踏んで急速に立ち上りつつある
実績事例： 「養殖魚の体重推定」「鋳造品の鋳巣不良原因の調査」

「ビッグデータによる世界各地でのPHV電池の使われ方解析」
等々を経て先進技術人材が育ち、共同研究「粉体の物性値予測」も動く

〇 ビジネスITサービス部は、体制を整え「コールセンター再構築」に挑戦
新コールセンターは、セールスフォースのクラウド上にAIの音声応答も
加えた自動化機能も含む先進システム、上流から本格的に参加する



６．本社ＩＴサービス3部門の現状と課題、下期の業績見通し
[製造は市場停滞、金融は開発終了の端境期、成長分野で調整]

～ 会社成長は専門分野の拡大競争から、調整より技術と専門の深化

〇 景気の後退期に従来業務の終了時期が重なり、目先は稼働率対応
消費の一時的停滞から10‐12月期のGDPはマイナスになる見通しだが、
当社社内では、国保案件、JPT精算、農中金証券、チヨダ案件の納品、
終了が続く中、余剰能力の一時的退避、追加案件受注の必要がある。

〇 先行き景気は回復に向かい、ITサービス投資は勢い増し成長期入り
製造業の業況停滞は長引くが、IOT活用含めDX対応先行投資は進展
情報通信・金融・環境エネ分野は、先進技術を取込んだSI投資活発化
企業の基幹系はクラウド移行が進み、流通分野は物流自動化が進む

〇 戦略的成長分野移行を進める為、一時退避と営業＋先進技術シフト
先端技術による営業強化、大手IT元請と連携、次期大物案件を確保
科学技術：NII+｛IOT,VR｝、社会公共：｛5G+B/C｝、ビジネス：｛Cloud ,Data｝



７．営業と先端技術サービスが推進役、営業主導体制へ
[価値創造は努力に加えニーズと発想転換、外の目と内なる新]

～ データの時代は顧客中心のITサービス、コンサルと先端の営業力

〇 営業は、良質案件を通じて、人を育て、信用を育み、会社の未来を拓く
変化のない時代に業界の既存体制の厚い壁を打ち破ることは困難だが、
変化の激しい今の時代、体制は脆く、中小企業も努力次第で成長可能、
社員の努力の場を創るのが営業、場を通じて更なる人材と信用を再生産

〇 IOTとAIによるデータ分析の時代が開花、先端技術が顧客の最大関心事
顧客自らがデジタル力で事業モデルを変えるDX時代、
IT競争力は顧客の新事業モデルを提案できるコンサル能力と先端実装力
顧客が欲する先端技術は、自社データ分析に必要なIOTとAIの実務能力

〇 半歩先行く先端技術サービス部隊と実績を活用、営業が新案件掘起し
上流コンサル不在の当社は大手IT元請と連携、総合営業力で案件受注
顧客要求はデータ分析+クラウド移行+見える化、当社の総合力で差別化
技術主導では下請け脱せず、構想力ある営業中心に当社の未来を拓く



８．新人中途の採用状況と今後の計画
[来期入社の新卒60名超、5年累計242名、院卒107名と他135名]

～ 急な大量採用でなく先輩階層あり、管理と営業力で能力を活かす

〇 ＩＴサービスは人材、時代の変革期、技術転換期に当社成長の可能性
売上44億、時価総額5億円の中小中堅の当社だが、若手人材は豊富
創業31周年、新旧社員超500名の旧企業だが、平均年齢は34歳だ
社員の1割強は先端技術の精鋭、それを支える経験豊かな各種SE集団

〇 来年入社の新卒採用も当月末で終了、院卒中心に目標の60名達成
内訳（１） 情報系 31名 非情報理工 20名 その他 9名
内訳（２） 院卒 31名 大学卒 28名 高専卒 1名
内訳（３） 名大 5名 東北大 5名 岐阜大 3名 日大 3名

〇 リーマン危機後から院卒採用本格化、10年以降の採用者が300名超
新卒＜院卒＞ 16年45<12> 17年42<18> 18年36<12> 19年60<26>
ITサービスも技術の大転換期、新時代適応へ優秀な若手技術者必要
若手も育っているが、経験者の指導管理求め今期中途採用者15名強



９．次年度以降の成長への布石
[成長基盤整備中間年、所得と達成感と将来像で拡大再生産へ]

～ 価値創造の場と生産性向上努力、収益性と顧客信頼感の好循環へ

〇 成長基盤整備計画は、2021年度以降の安定成長実現の基盤整備
五輪後の経済停滞克服と2025年万博時の目標達成目指す成長戦略
3大都市圏社員1千名体制に向け成長を支える組織と管理人材の育成
現場の技術刷新と経営管理・営業の世代交代と次期経営体制明確化

〇 最優先課題は次期経営体制、後継者候補育成と経営支援組織体制
代表会長、社長、それを支える集団指導体制、現場事業部制への移行
人材不足を嘆かず、社長健在時に経験から学ぶ経営体制実現が優先
リーマン後採用の若手300名の選別登用、処遇活用がそれに次ぐ課題
資格制度と役割給見直し、役職定年制、高給専門職実現、等々・・・

〇 現状で今期の業績見通しが概略立つ以上、下期は基盤整備に重点
下期重点目標は増収増益より基盤整備、後継候補と組織体制若返り
休職者・退職者抑制の為、人事面接実現と異動、若手の処遇と登用
給与水準の引上げ、中堅管理層の技術再教育と管理者教育の徹底



１０．おわりに
[開拓者の構想力と情熱、実現への不断の努力が未来を拓く]

～ 激動の波を超え夢のある組織拡大、将来を共有し強靭な組織へ

〇 下期後半の重点目標
当面の稼働率重視の中、成長大型案件受注に向け戦略的営業活動
新組織体制の枠組み定着化と同時に、枠組み内の人事異動活発化
応用技術と現場ITサービスの連携による先端技術民主化と案件受注
3大都市圏の一角、大阪支社立上げに向けBP・中途増員と環境整備

〇 「IVIS IT 2025」を構想、成長持続に向けた下準備
成長持続性の3本柱は、信用拡大、技術力刷新、人材採用
信用拡大は問題の早期発見と対応、顧客との密な連携がポイント
技術力刷新は良質の仕事を通じて、人材採用は組織化と後継スタッフ

〇 夢は大きく、里程標の短期目標達成に向け地道に努力、一歩一歩
目標への障害は必ず起こるが、それを超える情熱と努力が組織を創る
解決するにせよ後退再考するにせよ、情熱と努力の大きさで夢が近付く



◎今月の人に学ぶ、言葉に学ぶ
’My strongest allay in Japan is the younger generation’

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄに先駆け 「情報ｽｰﾊﾟｰﾊｲｳｪｲ構想」を提唱した Al Gore
Nikkei Asian Reviewから

〇 気候変動に関心が高まっている。更に押進めるのは草の根の運動家だ
’With governments reluctant to take on powerful business interests
over the climate change, it is up to grassroots activists to lead the fight’ 

〇 ゴアはクリントン政権の副大統領、地球環境問題でノーベル平和賞受賞
自身が主催する活動「The Climate Reality Project」のTrainingで
10月初旬に来日した時の発言。
「京都議定書」の伝統ある日本が、福島原発事故以来、
火力発電に頼っている政治・産業界に再生エネへの転換を要請、
環境問題の解決に向け、草の根の若い世代へ行動起こせと呼びかける。

〇 学ぶべきことは、問題を背負う若い世代へ真剣に呼びかけていること。
グレタ・トウーンベリさんやその仲間も、こうした運動があって生まれて来た。
当社の将来も、未来の主人公になる若手世代が本気で会社を支える時、
その成長発展が約束される。その為の努力と場作りが大切と言うことか？


