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P R O F I L E

私達インフォテリアは、インターネットという巨大ネットワークを活用した
新たな「つながり」によってもたらされる企業価値創造の変革こそが、
これからの社会のありようの進化であると確信しています。

「ASTERIA」や「Handbook」をはじめとする製品群、卓越した先見性と技術、
そして豊富な実績をベースに、インフォテリアは、人と人、ビジネスとビジネス、
そして世界を「つなぐ」エキスパートとして、企業の価値創造を飛躍的に高める
ソフトウェアとサービスを開発・提供し、社会に貢献してまいります。

「つながり」による価値の創造。

経営理念
インフォテリアは、
３つの経営理念を基に、

世界中に価値を提供する企業となるべく
挑戦を続けています。

発想と挑戦
自由闊達な発想と挑戦を尊ぶ。時
代をリードするイノベーションは新
しい発想から生まれる。その実現
のために、リスクを取ることを厭わ
ず、常に新たな可能性に挑戦する。

幸せの連鎖
幸せを連鎖させる。自ら幸せを
感じる誇りある活動を営むこと
で、お客様の幸せに貢献し、ひ
いては社会の進歩発展に寄与
する。

世界的視野
常に世界市場を視野に入れる。
世界的に存在価値のある独自
性を持った製品やサービスを
提供する。
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「つなぐ」2つの主力製品

売上高と沿革

プログラムなしで作成する「フロー」によって既
存のデータベースやファイルシステムなどを簡
単に接続、連携することができるデータ連携ミ
ドルウェアです。ノン・プログラミング開発で幅
広い業種の方々に最良の製品です。導入実績は
5,000社超、市場シェアも9年連続No.1*1を獲
得しています。

*1	テクノ・システム・リサーチ「2015年ソフトウェアマーケティング総覧
EAI/ESB	市場編」

*2	 ITR発行「ITR	Market	View：エンタープライズ・モバイル管理／ス
マートアプリ開発市場2014」

モバイルコンテンツ管理市場でシェア第1位*2

を獲得しているサービスです。文書や表計算、プ
レゼンテーションから画像や音声、動画まであら
ゆる電子ファイルをクラウドで管理、安全確実に	
タブレット端末で共有して、指先でめくるように
情報を表示できるソフトウェアです。

データ連携ミドルウェアNo.1*1 モバイルコンテンツ管理システムNo.1
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ASTERIA導入企業数5,000社突破
Handbook導入件数900件突破

Handbook出荷

株式上場

ASTERIA WARP出荷

ASTERIA R2出荷

Asteria for RosettaNet
販売開始
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インフォテリアのビジョン「つなぐ」は、
システム、ヒトからモノへと
未来に向かって着実に進化しています。

T O P  I N T E R V I E W

　現在の製品ASTERIA	WARPを最初に出荷したのは2006年
度。当時はクラウドがようやく出始めたころですが、今後クラウ
ドは企業の情報システムで広く使われると想定していました。
　そして2015年現在、想定通りクラウドは企業の情報システ
ムにおいて重要なポジションを示すようになりました。単にク
ラウドにシステムを移すのではなく、顧客管理や会計、分析な
どさまざまな機能をクラウド上に置くようになりました。こうし
た環境において、ASTERIAによるデータ連携は大きな価値を
発揮するのです。
　クラウド上で、こうした機能をつなぐケースは加速的に増
加しています。近年見られるクラウド上の小さな機能群「マイ
クロサービス」と連携することによって、多くの価値が生み出
されています。いうまでもなく、こうしたサービスの連携が増
加することは、ASTERIAにとって大きな追い風です。2016年	
3月期、ASTERIAの導入社数は5,000社を超え、ASTERIAラ
イセンス販売を主とするライセンス売上高は262百万円（前
年同期比95.3％）となりました。

Q. 国内のASTERIAの状況について教えてください Q. 国内のHandbookの状況について教えてください株主の皆様にはいつも変わらぬご支援を賜り、心よ
り御礼申し上げます。
　インフォテリアは、創業時より「つなぐことで価値
を創造する」というビジョンのもと事業を運営してま
いりました。社内外の垣根を越えてシステムを「つな
ぐ」主力製品ASTERIA。クラウドを通じて企業内のさ	
まざまなデータやファイルとデバイス利用者（ヒト）を
「つなぐ」主力製品Handbook。そして、今後はIoT
（Internet	of	Things）に向けたモノを「つなぐ」新
製品。インフォテリアの「つなぐ」は未来に向かって進
化しています。

クラウドへのニーズが顕在化し導入社数5,000社超えに 月額課金モデルが順調でサービス売上高は前年同期比132.6％

代表取締役 執行役員 社長　平野  洋一郎

インフォテリアのビジョン「つなぐ」は、
システム、ヒトからモノへと
未来に向かって着実に進化しています。

　ASTERIAが企業のシステム・データをつなぐものであれ
ば、Handbookはそうしてつながったクラウド上の情報をヒ
トとつなぐ仕組みです。2009年にリリースした段階では、ス
マートフォンしか存在しない状況でしたが、ネット上のつな
がった情報を閲覧したいというニーズは必ず存在すると想定
していました。
　出荷開始から6年、ASTERIA同様に企業のクラウド利用が
増加し、そうしたクラウド上のつながった情報を閲覧したい
というニーズは増加の一途を辿っています。そうしたニーズ
を取り込み、2016年3月期中にHandbookの導入件数は
1,000件を超える見通しです。
　Handbookは、もともと月額課金モデルでスタートしまし
た。１ユーザあたりの月額課金額はそれほど大きいわけでは
ありません。しかしながら、今後伸びるであろう「医療」や「教
育」などのニーズも着実に取り込み、2016年3月期中間決算
でのHandbook販売を主とするサービス売上高は118百万円
（前年同期比132.6％）となりました。 43



　今後、市場の未開拓の度合いという点から注目しているの
が、IoT(Internet	of	Things)と呼ばれるモノのネット接続で
す。IoTにおいても重要なのは、モノが「つながる」ことに他な
りません。たとえば、宅配便であれば、荷物と車などがそれぞ
れシステムと「つながる」ことで宅配の順番、さらにはシフトを
変えるといった業務の改善になり、その企業の競争力をアッ

Q. コーポレート・ガバナンスについて教えてくださいQ. 海外の状況はいかがでしょうか？
取締役の過半数を社外取締役としましたIoTをつなげるGravityを海外からスタートします

  導入社数が5,000社を突破 ！   多様な業界へ導入が拡大 ！

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する四半期純利益
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プさせることができるのです。
　当社では、こうしたモノが「つながる」ことで企業の業務を支
援するシステム「Gravity」を開発しています。そして、このプ
ロダクトの特徴として、最初から海外展開を目指す点がありま
す。ASTERIA、Handbookは日本の多くのお客様にご利用い
ただき、今後とも日本のお客様に向けてさらに使いやすいプ
ロダクトを提供します。一方、「Gravity」が対象とするIoT分野
は世界規模で拡大が見込まれる分野であるため、日本だけで
はなく、初めから世界市場での展開を目指していきます。

　2015年5月に改正された会社法では、社外取締役の活用
を含めたコーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化が盛り
込まれました。当社では、創業期から2名の社外取締役を任命
しており、さらに先をいくコーポレート・ガバナンスとして今回
社外取締役を過半数にしました。
　具体的には、シンガポール在住の国立シンガポール大学
兼任教授田村耕太郎氏、Fenox	Venture	Capital	CEOの
Anis	Uzzaman氏の2名を社外取締役として招聘しました。
　日本の企業では、取締役が出世の階段という意識が根強く
あります。一方、海外を見回すと、社外取締役が過半数の企業
はたくさんあります。取締役が出世の階段ではないという意
図から、社外取締役を過半数、監査役を4名体制でコーポレー
ト・ガバナンスの強化に取り組みます。

　これからも引き続き、株主の皆様のご支援、ご指導を何卒
宜しくお願い申し上げます。2015/3
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C L O S E  U P

インフォテリアが“つなぐ”未来	～インフォテリア製品導入事例～

	がECサイト「i	LUMINE（アイルミネ）」で「ASTERIA	WARP」を採用 タブレット活用を推進する	 	が「Handbook」を採用

　首都圏でショッピングセンター事業を展開するルミネは、
各ショップにECサイト「i	LUMINE（アイルミネ）」にも出店しても
らい『実店舗でもネットでも同じ商品が買える』ことを目指し
ています。
　ECサイトの訪問数と売上を伸ばすためには、旬なアイテムが豊富に揃っている
ことが重要です。しかし、流行の移り変わりにあわせてウェブでも店舗と同時に販
売・掲載することはショップにとって手間も時間もかかる作業です。
　そこで「i	LUMINE」ではショップへの負担を減らし、スムーズに出品をしても
らうため、ノン・プログラミングで簡単に連携フローの開発が可能な「ASTERIA	
WARP」を導入。商品登録時の各ショップ独自形式のデータフォーマットを、シス
テムが自動変換してデータベースに登録できるため、より多くの商品をタイム
リーに追加してもらうことができるようになりました。
　「ASTERIA	WARP」は同社の「i	LUMINE」のサービスを“つなぐ”要としてこれ
からも活躍していきます。

　スーパーゼネコンの1社である株式会社竹中工務
店は、建設現場の生産性向上のため社員にiPadを配
布。同時に「Handbook」を導入し、社外秘のノウハウや施工基準などを記した技
術書類をどこでも閲覧できる環境を整えました。
　これにより、従来は一度持ち帰る必要があった社外打ち合わせでの確認事項
も、その場で解決できるようになり、業務の効率化を実現。また、協力会社の現場
内での質問にも即座に対応でき、スムーズな工事の進行にも効果を発揮してい	
ます。
　「Handbook」は本社と現場を“つないで”業務の改善に貢献していきます。

「Handbook」は2015年度グッドデザイン賞を受賞いたしました。受賞に際
して審査員からは、「対立しやすい情報セキュリティの確保と操作性の高さ
も、丁寧なインターフェース設計で両立を実現している」として、高い評価を
受けました。

ネットと実店舗で同じ品揃えを！ 膨大な資料を建設現場で確認

「Handbook」がグッドデザイン賞を受賞！
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T O P I C S

Anis	Uzzaman：まず当社は、創業時より継続的に社外取締役を２名置いています。さらに今年からは、	
よりガバナンスを強化すべく、執行と監督を分けた体制としました。
具体的には、執行側からの取締役の参加は平野社長１名のみとし、社外取締役として私を含む２名の過半

数としています。米国の上場企業では、執行と監督の分離はより進んでおり、一般的に社外取締役が過半数
を占め、またApple社やAmazon社のように執行側から取締役会への参加が１名のみという企業も少なく
ありません。
また、11月にはガバナンス・コードを制定し、引き続きコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいきます。

このコーナーでは今後も株主の皆様の声をご紹介させていただきます。詳しくは本誌巻末の「アンケートご協力のお願い」をご覧ください。

回答者
Anis Uzzaman

社外取締役
（Director）

本誌アンケートや当社の会社説明会でいただいた、
株主様の意見やご質問についてお答えいたします。株主様の声

Q.	ガバナンスの強化への取り組みを教えてください。

「Infoteria	Green	Activity」をスタート	！
（インフォテリア	グリーン	アクティビティ）

インフォテリアの新しいCSR活動

新たなワークスタイルにメディアが注目
（テレワーク）

猛暑日の予報で在宅勤務OK!?CSR メディア

　当社では、持続的な社会・自然環境の構築に貢献する活動「Infoteria	Green	
Activity」を開始しています。その第1弾の施策として「ウッドスタートプログラ
ム」に参画するとともに、熊本県小国町（おぐにまち）が産地であるブランド材「小国
杉」の森林保全活動や間伐材の利用促進、林業・林産業の再生に向けた取り組み
を2015年9月から始めています。

＜取り組み例＞
●		小国町保有の町有林の保全、および間伐作業費用の支援、後継
者育成プログラムなどのサポートとして年間100万円を寄付。

●		小国町内で伐採された間伐材の一部を当社の企業ノベルティ
（第1弾はうちわ）の原料として活用し、当社顧客等に配布。
●		小国町西里地区の約11haを「インフォテリアの森」と命名し、当
社の小国町における活動のシンボルへ。

　当社オフィスが所在する東京・大阪地区において最高気温が35度以上と予想さ
れる日は、テレワーク（在宅勤務）を推奨する新制度を8月から導入。夏場の猛暑
に配慮した新たなワークスタイルとして、新聞・TVなどでも取り上げられました。
　当社では就業効率や健康増進を考慮した就業環境の創出に努め、たとえば	
育児のための時短勤務や、子供の体調がよくない時はテレワークを許可する	
など、多くの社員が仕事と子育て、介護を両立しています。
　今後もHandbookによるスマートデバイス上での情報
共有などを活用することで、社員一人ひとりの生活環境に
対応する柔軟な就業環境を提供。社員がクリエイティビ
ティをより一層発揮できる新たなワークスタイルを継続	
して提案・推進していきます。

IRメルマガ配信中
インフォテリアの最近のニュースやトピックス、キャンペー
ン情報などを、「Infoteria	VISION@Mail」として配信い
たします。

https://www.infoteria.com/jp/contact/mail/ir_entry/

こちらから
ご登録

いただけます
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第18期中間報告書　2015.4.1～2015.9.30 インフォテリア株式会社

株主メモ

事業年度	 毎年4月1日から翌年3月31日まで
証券コード	 3853
上場証券取引所	 東京証券取引所（マザーズ市場）
決算期日	 3月31日
定時株主総会	 毎年6月
基準日	 3月31日
公告の方法	 電子公告　ただし、やむを得ない事由により、
	 電子公告によることができない場合は、
	 日本経済新聞に掲載する方法により行います。
株主名簿管理人	 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
	 〒137-8081	東京都江東区東砂七丁目10番１１号
	 通話料無料	0120-232-711
特別口座の口座管理機関	 三井住友信託銀行株式会社
同連絡先	 三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
	 〒168-0063	東京都杉並区和泉二丁目8番4号
	 通話料無料	0120-782-031
ホームページ	 http://www.infoteria.com/

ご注意
●	 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会

社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
	 株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行株式会社）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
●	 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三井住友信託銀行株式会社が口座管理機関と	

なっておりますので、三井住友信託銀行株式会社にお問い合わせください。株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行
株式会社ではお手続きできませんのでご注意ください。

●	 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

会社概要	（2015年9月30日現在）

商　号	 インフォテリア株式会社
	 Infoteria	Corporation
設　立	 1998年9月
本　社	 〒140-0014
	 東京都品川区大井一丁目47番1号	NTビル10F
	 TEL：03-5718-1250
西日本事業所　〒530-0001
	 大阪府大阪市北区梅田二丁目4番13号	

阪神産經桜橋ビル	3F
	 TEL：06-6344-1065
資本金	 11億3,846万円
事業内容	 XMLを基盤としたソフトウェアプロダクト

の開発・販売
従業員数(連結)	 68名
海外拠点	（2015年10月1日現在）

●	Infoteria	America	Corporation
●			 福天（杭州）信息科技有限公司	

Infoteria(Hangzhou)Information	Technology	Co.,	Ltd.
●			 天（上海） 易有限公司	

Infoteria	China	Co.,	Ltd.
●	Infoteria	Hong	Kong	Limited
●	Infoteria	Pte.	Ltd.

役員の状況	（2015年10月1日現在）※は社外役員

代表取締役	執行役員	社長 平野　洋一郎
取締役 ※ Anis	Uzzaman
取締役 ※ 田村　耕太郎
常勤監査役 ※ 赤松　万也	
監査役 ※ 井上　雄二
監査役 尾崎　常行
監査役 ※ 小口　光	
執行役員	副社長 北原　淑行
執行役員 齊藤　裕久
執行役員 黄　曦

infoteria VISIONについてのアンケートご協力のお願い
infoteria	VISIONを最後までお読みいただきましてありがとうございまし
た。インフォテリアWebページ上に本号に関するアンケートをご用意いた
しましたので、お手数ですが、回答のご協力をお願い申し上げます。なお、
ご回答いただいた方の中から抽選で20名様に500円のQUOカードを進
呈させていただきます。

https://www.infoteria.com/jp/contact/enq/ir_2015/アンケートページはこちら

インフォテリア、ASTERIA、Handbookは、インフォテリア株式会社の登録商標です。
iPadはApple	Inc.の商標です。その他、各会社名、各製品名は各社の商標または登録商標です。

QRコード

〒140-0014	東京都品川区大井一丁目47番1号	NTビル10F　TEL：03-5718-1250

皆様の声をお聞かせください ！

株式情報	（2015年9月30日現在）　

大株主	（上位10名）

株主名
当社への出資状況

持株数（株） 出資比率（%）

平野　洋一郎 2,040,000 13.24%
北原　淑行 957,200 6.21%
株式会社サン・クロレラ 800,000 5.19%
杉本　貴史 560,000 3.64%
パナソニックインフォメーション
システムズ株式会社 550,000 3.57%

株式会社ミロク情報サービス 528,000 3.43%
水元　公仁 430,000 2.79%
株式会社SBI証券 372,100 2.42%
日本証券金融株式会社 318,800 2.07%

日本テクノロジーベンチャー
パートナーズアイ参号投資事業
有限責任組合

287,100 1.86%

（注）上記のほか、自己株式が554,197株あります。

株式の状況	

その他の法人 0.60％
自己名義株式 0.03％証券会社 0.55％
金融機関 0.08％外国法人等 0.45％

個人・その他 98.29％
所有者別
分布状況

その他の法人 14.32％

外国法人等 1.67％
証券会社 6.17％

金融機関 2.49％
自己名義株式 3.60％

個人・その他 71.75％所有株数別
分布状況

合計株主数
3,967名


