
ダイワボウホールディングスの西村でございます。
2022年3月期第2四半期決算についてご説明申し上げます。
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第2四半期決算概要、通期業績見通しの順にご説明します。
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まずは、あらためて当社の概要についてまとめましたのでご覧ください。
ダイワボウホールディングスはITインフラ流通事業、繊維事業、産業機械事業の3
つの事業を有する企業グループです。
特にパソコンを主体としたIT関連機器の専門商社であるダイワボウ情報システムが
売上の約90％を占めており、東証の業種は卸売業となっております。
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グループ経営体制はご覧の通りです。昨年4月に体制を大きく見直しました。

各社の責任と権限を一段と明確にすることで、ダイワボウ情報システム、大和紡
績、オーエム製作所の3社が、それぞれの事業の中核として迅速な戦略決定と強
力な業務執行の推進を担っています。

そして、当社、ダイワボウホールディングスは、グループ全体を俯瞰してグループ戦
略の立案など、監督機能の強化を図っております。
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次にグループ内部監査体制についてご説明します。
今年6月の定時株主総会において当社の社外取締役を2名増員して、取締役会は
社内3名・社外4名となり、ガバナンス体制を拡充しております。
また、私 西村と常務取締役の辰已の2名が、事業子会社3社の監査役を兼務して
おります。

監査部門・事業部門ともにグループ間の連携を図りながら、コーポレートガバナン
スのさらなる強化に取り組んでまいります。
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それでは、2022年3月期 第2四半期決算についてご説明します。
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当期は、2019年、2020年における大きな需要の反動減に加えて、不透明な市場環
境の中、減収減益となりましたが、上期として過去3番目の利益水準を確保する事
が出来ました。
各事業の状況については後ほどご説明いたします。
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こちらは連結売上高の推移です。
当第2四半期売上高は3,506億円となります。
収益認識基準の適用による影響額を考慮し、従来基準で比較すると、前期比9.6%
の減収となりました。
なお、新基準で比較した増減率はマイナス10.6%です。
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次に営業利益の推移です。
当第2四半期は98億円、前期比9.6％の減益となりました。
特需のあった前期、前々期に次ぐ、過去3番目の実績となります。
営業利益率は2.8％となりました。
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先ほども触れましたが、当期から適用している「収益認識に関する会計基準」の影
響についてご説明します。
影響が大きいのは、ITインフラ流通事業における保守・保証サービスやソフトウェア
の継続課金などの販売に関する売上計上です。

これらが会計上の代理人取引に該当するため収益認識の方法が変わっておりま
す。

具体的には、これまで販売先への販売額の総額を売上計上していたものが、仕入
額を差し引いた純額を計上することとなりました。
これにより上期の売上高としては331億円のマイナスとなっており、従来の会計基
準で比較した場合には、前期4,245億円から当期3,838億円の9.6％の減収となりま
した。
なお、営業利益に与える影響は軽微であり、営業利益率としては0.2％改善してお
ります。
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次にITインフラ流通事業における「取扱高」の記載について、補足させていただきま
す。

従来の会計基準における「売上高」については、取引規模を示す上で重要な指標と
なるため、「取扱高」として継続して活用してまいります。

当期以降は、「取扱高」から「収益認識に関する会計基準」の影響額を差し引いた
金額が「売上高」となります。
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あらためて連結決算の概況をまとめております。
経常利益は、前年同期比11億68百万円、10.6%減の98億83百万円。
四半期純利益は、前年同期比17億88百万円、20.3%減の70億15百万円となりまし
た。
減収減益ではありますが、上期において過去３番目の利益水準となっております。
また１株当たり四半期純利益は、73円36銭となっております。
総資産は、売上債権等の減少により前期末に比べて620億55百万円減の3,217億2
百万円。
純資産は、自己株式の増加などにより前期末に比べて7億73百万円減の1,285億
48百万円。
自己資本比率は、前期末に比べて6.2%増加の39.6%となっております。
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つづきまして当期のセグメント別業績はご覧のとおりです。
ITインフラ流通事業において、収益認識に関する会計基準を適用しております。
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売上、営業利益のセグメント別構成割合はご覧のとおりで、ITインフラ流通事業の
ウェイトが約9割を占めています。
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それではセグメント別にみていきます。
最初はITインフラ流通事業です。
売上高としては前期比18.5％減となっておりますが、従来基準の取扱高で比較す
ると10％の減収となりました。
コーポレート向け市場では、中小企業を中心にIT支出の抑制を継続させる傾向に
ありますが、クラウド環境構築やサブスク型サービスへのIT支出は増加しておりま
す。

業種別では、製造業や医療関係を中心に需要回復の傾向が見られますが、サービ
ス業などが低迷しPCを中心に販売は低迷しました。
文教市場においても、前期のGIGAスクール構想に伴う端末出荷と比較して減収と
なっております。

コンシューマ向け市場では、テレワーク・オンライン学習の関連需要は底堅いもの
の、前期と比較するとPCや液晶モニタ等の周辺機器の販売が減少しております。
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こちらは国内PC出荷台数における当社のマーケットシェアとカテゴリ別の売上高推
移です。
中央のグラフをご覧ください。
当期上期のPCシェアは、全体で23.2％、法人向けの市場に限れば30.9％となり、い
ずれも前年同期に比べて上昇しています。
PC出荷台数としては132.9万台と過去3番目の高水準となり、供給不足とされる中で

も当社の強みであるマルチベンダーとしての調達力を発揮できた結果であると考え
ております。
また、カテゴリ別に3ヵ年の平均成長率を見ますと、前期までの急激な需要の反動
を受けながらも、いずれのカテゴリにおいても順調に成長していると捉えております。

特にサブスクに注力しているソフトウェア分野はニーズを捉えて好調に推移してい
ます。
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そして、こちらがDISにおけるサブスクの実績となります。
前年同期と比較して、サブスクの上期取扱高は9.2％増の341億円となりました。

前年同期は一斉にテレワークが広がりクラウドサービスの契約が増加しましたが、
そこからさらに取り扱いが増えている状況です。
またDISのオリジナルの管理ポータルであるiKAZUCHI（雷）を通じた販売パートナー
への販売総額としては、69億円の上期実績となり、前年同期比28％増となりまし
た。
対応ベンダー・サービス数においても順調に拡大しております。
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続いて繊維事業です。

合繊・レーヨン部門では、環境負荷の少ないレーヨン素材は好調に推移しましたが、
マスクや除菌シート向けの合繊不織布において前期の需要反動により販売が減少
しました。

産業資材部門では、電子部品メーカー向けのカートリッジフィルターの需要は旺盛
であるものの、各種イベントの中止や建築工事の減少により低迷が続きました。

衣料製品部門では、米国向けインナーの受注が増加しましたが、外出自粛等の影
響によりカジュアル衣料は苦戦が続きました。
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産業機械事業です。

工作機械部門において、主力の航空機、鉄道業界の回復は遅れていますが、設備
投資が拡大基調で推移した中国市場が牽引した事で受注高は増加しました。

また社内体制の強化によりサービス売上にも注力しましたが、売上・利益は共に減
少しました。

自動機械部門では、顧客の設備投資に慎重な姿勢が継続しておりますが、複数台
のライン売上やサービス売上の強化により実績は改善しました。
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こちらは決算短信の連結貸借対照表を記載しております。
GIGAスクール構想による大型案件を含めた前期の売上債権の回収により、現預金
残高は前期末比118億円増の439億円、受取手形・売掛金は813億円減の1,655億
円となっております。
商品及び製品については戦略的な在庫調達を進めており、110億円増の435億円
です。
借入金は246億円と前期末比26億円減少しております。
また純資産につきましては、自己株式の取得を20億円実施し、7億円減の1,285億
円となっております。
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同じくP/Lを記載しております。

売上高、各利益についてはサマリーで報告した通りですが、売上利益率は前期の
7.8%から0.7%増加し8.5%となっております。
販売費及び一般管理費は、販売費を中心に減少し198億円となりましたが、販管費
比率については前期から0.4％増加して5.7%となりました。
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次に通期の業績見通しについてご説明します。
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まず、業績予想につきましては、5月に発表した内容から変更しておりません。
前期はITインフラ流通事業において、GIGAスクール構想、テレワーク普及といった
需要の高まりを捉えて、売上高は初めて1兆円を超えるなど過去最高業績となりま
した。
特に文教市場向けでは、小中学生1人1台という端末以外にもネットワークやソフト
ウェアなどを含めたICT環境の整備が一気に進み、弊社においても2,000億円以上
の売上寄与がありました。

しかしながら当期は需要の反動に加えて、収益認識に関する会計基準の適用も考
慮した予想となっております。
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次に当期よりスタートした中期経営計画でお示ししている各事業の戦略について、
あらためてご説明します。
主力のITインフラ流通事業については、前期までの集中的な端末需要の反動や収

益認識基準の影響もあり、売上高が大幅に減少するかたちで中期経営計画を策定
することになりましたが、これまでに培ったITデバイス流通の強みを発揮することに

加えて、技術力・提案力を高めてクラウド分野をはじめとした領域へ注力することで、
3ヵ年での業績拡大を図ってまいります。
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ここからはポイントを絞ってご説明します。
まずはメーカーとの連携体制です。
昨今の半導体不足などの供給ひっ迫により、IT業界全体が大きな影響を受けてい

る中、当社が流通の機能を果たしていくうえでメーカーとの連携強化が非常に重要
となります。

市場動向や生産状況を踏まえて、戦略的な調達はもちろん、オリジナル商材や
キャンペーンの企画など拡販していく仕組みの構築に各メーカーと取り組んでおり
ます。
当社では1300社の取り扱いメーカー、220万アイテムの商品を取り揃え、常時在庫
3万点を確保しており、長年培った販売予測や在庫管理のノウハウとメーカー連携
による販売支援体制を生かして、供給不足の局面に対応してまいります。
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次に教育ICT分野への継続的な取り組みです。
前期から推進されているGIGAスクール構想により、日本全国の小中学校に1人1台
の端末が行き渡り、各学校に高速ネットワークが整備されました。

文科省の発表によると、ほとんどの公立小中学校では、すでに全学年での端末の
利用がスタートしている状況です。
一方で、どのようにICTを活用するのか、ICTを使った指導方法、情報モラルや端末
の持ち帰りへの対応など、教育現場には新たな課題が生まれています。
そうしたアフターGIGAのニーズに応えるために、教員向けの研修や遠隔授業用の

ツールの提供、端末の延長保証など、当社では幅広いメニューを取り揃えて、販売
パートナーを通じて支援できる体制をとっております。
また高校向けの1人1台端末の導入についても段階的に進んでいます。

全国一斉導入とはならない点や費用負担の考え方が自治体によって異なるなど、
前期のGIGAスクール構想とはまた違った動きになりますが、全国展開している強
みを活かして、最適かつ効率的なICT整備に貢献してまいります。

教育分野全体を通じては、スティーム教育といわれる、未来の人材育成につながる
取り組みの一環として、高性能なPCや3Dプリンタなどの先端技術に触れる環境整
備を支援していきます。

メーカー、販売パートナーとの連携を強化し、当社の文教専門チームのノウハウを
活かして、今後さらなる拡大が期待される教育ICT分野におけるプレゼンスを高め、
持続的な事業成長と社会貢献につなげてまいります。
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次にiKAZUCHIについてご説明します。

中期経営計画では「クラウドディストリビューター」として取り組んでいくことを掲げて
おりますが、その中核を担うのがこのiKAZUCHIです。
iKAZUCHIはDISがオリジナルで販売パートナー向けにご提供しているサブスク管理
のポータルサイトです。
DISの販売パートナーであれば無料で利用いただけます。
9月現在で76ベンダー、163サービスを取り揃え、月額・年額課金、従量課金などの

様々な自動更新型のクラウドサービスを共通のプラットフォームで取り扱うことがで
きます。

サブスク販売は、契約管理や請求処理が煩雑になりがちです。それらの工数を削
減することで、販売パートナーのサブスクビジネスを強力に支援します。
iKAZUCHIによる販売が増加することで、販売パートナーにとっても当社にとってもス
トック収益モデルの強化につながります。
取扱高は前期実績として111億円、当期からの3年間で2.5倍以上の成長を目指し
ております。
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左のグラフは2018年3月期を基準とした場合の成長率を表していますが、ご覧の通
りiKAZUCHIの契約件数、ユーザー社数は約10倍に拡大しております。
また販売パートナー数も2倍以上になっており、1社あたりの契約数が伸びているこ
とがわかります。

これはクラウドサービスの普及が進み、利用が拡大していることに加えて、複数の
サービスを組み合わせて提案できるマルチベンダーの強みを発揮した成果と考え
ております。

今後もクラウドメニューの提案力を高めることはもちろん、全国の営業網を駆使した
コーディネート、管理機能のさらなる強化により、iKAZUCHIをより充実したプラット
フォームに成長させて、
単独ベンダーでは実現できない付加価値を生み出してまいります。
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次にインフラビジネスの提案力強化です。
ITインフラを取り巻く社会課題として、いわゆる「2025年の崖」による企業の競争力
低下が深刻となっています。

多くの企業で、レガシーシステムと言われる旧世代の社内システムが残っており、
それが長期間、複雑化・肥大化したまま動いていることで生産性が下がっていま
す。
またそうしたシステムを開発・メンテナンスするIT人材が不足しており、将来にわ
たって人材不足は拡大していくと言われています。

さらに新型コロナウイルスによって、テレワークをはじめとした対策が求められ、事
業継続リスクが浮き彫りになりました。
既存のIT設備では環境変化に対応できなくなる中で、総合的な提案力を備えること
が、より重要になっています。
当社ではPCをはじめとした端末、エンドポイントの販売に強みがありますが、それに

加えて、クラウドサービス、オンプレ基盤、そして運用・技術サポートまでカバーする
ことでシステム全体を支援できるビジネスモデルを構築してまいります。

販売パートナーの業態や規模は多岐にわたりますが、当社がご用意する汎用的な
機能の中から必要な部分を活用していただくことで、自社の得意な領域にリソース
を集中して、エンドユーザーの幅広いニーズに応えることができようになります。

こうした全方位の案件対応によって「すべてを任せられる価値」を販売パートナーに
提供してまいります。
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ITインフラ流通事業のまとめとなります。

社会課題に対応してニーズが複雑に変化していく中で「強みを掛け合わせる」ディ
ストリビューターとしての機能を強化すること、また最新の技術をビジネスにつなげ
るためのソリューション力を強化していくこと、

そして全国を網羅する当社だからこそできる地域ごとの課題対応や情報集約など、
顧客ニーズの多様化とテクノロジーの多様化を効率的にマッチングして、それを全
国に展開していくことで、「あらゆるITビジネスを支える続ける企業」を目指してまい
ります。
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続いて、繊維事業です。
こちらも中期経営計画でお示した戦略に基づき、各施策に取り組んでいる状況です。

上期までの業績としては、長引くコロナ禍による需要低迷や原燃料価格の高騰な
どの逆風もありながら、ESGへの貢献や研究開発体制の強化、事業再編などを計
画的に進めております。
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大和紡績では「ファイバー戦略」として、独自素材の開発に力を入れております。
「環境」「健康」「安全」をキーワードにした開発体制の充実を図っており、今年9月に
兵庫県の播磨研究所に研究開発チームを集約しました。

また産学官連携により研究開発領域を積極的に拡大し、衛生用品から産業資材、
衣料品まで幅広く開発および用途展開に取り組んでまいります。
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次に産業機械事業です。

受注環境としては新型コロナで打撃を受けた航空機業界を中心にまだ楽観できる
状況ではありませんが、上期を終えて回復傾向もみられます。
特に風力発電や5G用設備の需要拡大など、オーエム製作所の技術力が貢献でき

る成長領域がありますので、しっかりと需要獲得に向けた対策を進めてまいりま
す。

サービス強化についても社内体制の整備を進めており、収益改善と顧客満足度の
向上に取り組んでおります。
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続きまして、株主還元についてご説明します。
当期の配当予想については、今年5月に開示した内容から変更しておらず、中間配
当30円、期末配当30円の合計60円としております。
こちらのグラフはダイワボウホールディングスが設立した2010年3月期以降の配当
の推移です。

当期は初めての中間配当を実施しており、株主の皆様への利益還元機会の充実
を図っております。
また自己株式取得について、5月から8月にかけて20億円規模で実施しました。
これらを勘案して、配当性向は31.2%、総還元性向としては41.8％となる見込みで
す。
中期経営計画において、年間60円の安定配当と機動的な自己株式取得を方針とし

て掲げており、引き続き、成長投資とのバランスを図りながら、株主還元の充実に
取り組んでまいります。
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最後にグループとしてのサステナビリティの取り組みについてご説明します。
上期にはマテリアリティの策定や、取締役会の独立性・多様性の向上、DX認定の
取得など企業グループとしての取り組みを進めてまいりました。
引き続き、ESG関連の情報開示の充実をはじめとした活動を推進してまいります。
当社グループでは、ESG推進委員会を設置することで各事業会社と連携して継続
的なESG活動に取り組み、対外的な情報発信についても改善・充実を図っておりま
す。

これからも持続的な企業価値向上と、事業を通じた社会貢献の実践によって、ス
テークホルダーの皆様から長く信頼いただける会社を目指してまいりますので、引
き続きご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

説明は以上となります。
ご清聴いただき、ありがとうございました。
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